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 日程４             協議第１１４号 
 
 

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

 
 
平成１７年 ２月１０日 提出 

 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

使用料・手数料等の取扱いについて 

 
（１）使用料については、原則として当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。 
 

 

 

 - 1 -



１３．使用料・手数料等の取扱い

具体的調整方針

美濃田の淵公園周辺施設 風呂塔キャンプ場
○美濃田の淵公園周辺施設の設置及び管理に関する条例 ○風呂塔キャンプ場の設置及び管理に関する条例

美濃田の淵テニス場 風呂塔キャンプ場
美濃田の淵ログハウス
美濃田の淵バンガロー 種類 使用料
美濃田の淵共同炊事場

・美濃田の淵テニス場使用料（１時間あたり）
時間区分
１面
２面

ただし、夜間照明料は別の定めによる。

・美濃田の淵ログハウス使用料
時間区分
１時間 1日 9時～12時 13時～16時
時間区分
１日

ただし、引き続き複数日使用する場合は、連続使用できるものとする。 1日 9時～12時 13時～16時

・美濃田の淵バンガロー使用料
時間区分
1日

・美濃田の淵共同炊事場使用料（１区分）
時間区分
１回

三 加 茂 町

無料　 1,600円　

名　　　称 位　　　置
三加茂町中庄2,966番地の1

テント4人用

無料　 800円　

名　　　称

500円　 500円　

産業経済部会

協　議　項　目

調整方針（案）

　使用料（交流宿泊施設等）

　現行のとおり新町に引き継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

12時～翌日10時
10,000円　

9時～14時 14時～22時

600円　
12時～翌日10時

800円　

15,000円

9時～17時 17時～翌日9時

三好町大字足代字小山1,318番地
三好町大字足代字小山1,316番地の1

9時～17時 17時～22時

位　　　置
三好町大字足代字中村1,306番地の1
三好町大字足代字小山2 3.835番地

毛布

食器

テント持込み

焼肉用鉄板

一張り　1日につき

１セット１日につき

単位

一張り　1日につき

1枚　　 1日につき

一人分　1日につき

1,050円

3,150円

バンガロー宿泊棟
（一棟分）

バンガロー研修棟
（一棟分）

5,250円 1,050円

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

15,750円 3,150円

1,050円

210円

210円

310円

520円

-
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具体的調整方針

吉野川ハイウェイオアシス施設
○吉野川ハイウェイオアシス施設の設置及び管理に関する条例

名　　　称
位　　　置

１　入浴施設
単位 金額

備考　　障害者等とは、障害者基本法第2条に規定する者等をいう。

２　公園等施設
区　　　分
パラソル施設
テント施設
ハウス施設
イベント広場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

１人１回

１人１回

１人１回

500円以内

400円以内

300円以内

1,500円以内　

吉野川ふれあい館及び公園等施設
三好町大字足代1650番地

区　　　分
大　　　人
（15歳以上）
老人(70歳以上)
障害者等
小　　人

(4歳以上、15歳未満）

１日１回 50,000円以内　

三　好　町

１日１張 3,000円以内　
１日１基 3,000円以内　

単位 金額
１日１張-
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具体的調整方針

該当なし 農村公園
○三加茂町農村公園設置条例

三加茂町加茂4786番地
三加茂町加茂6743番地
三加茂町加茂中庄2970-5-13番地
三加茂町中庄2593番地1

施 設 名
休 館 日
開館時間

施 設 名
休 館 日
開館時間

水の丸ふれあい公園
金丸農村公園

産業経済部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町

協　議　項　目

調整方針（案）

 4月～9月　9:00～18:00、10月～3月　9:00～16:00

　使用料（農村公園）

　現行のとおり新町に引き継ぐ。

加茂農村公園管理棟
毎週火曜日

位　　　置

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

名　　　称
天神塚農村公園
加茂農村公園

使 用 料

使 用 料
会議のための利用…１回2,000円
　　　　　　(ただし半日以下の場合は1/2とする)

加茂農村公園木工教室
毎週火曜日
 4月～9月　9:00～18:00、10月～3月　9:00～16:00
会議のための利用…１回2,000円
　　　　　　(ただし半日以下の場合は1/2とする)
工作のための利用…１人500円

-
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具体的調整方針

農産物加工センター 農畜産物処理加工施設
○三好町農産物加工センターの設置及び管理に関する条例 ○三加茂町農畜産物処理加工施設設置及び管理に関する条例

名　称 名　称
位　置 位　置

施設名 （別表１）
加工室
オーブン

農産加工施設
※時間内に終了しても上の金額とする。

○三好町生活改善センターの設置及び管理に関する条例 ※麺の発酵期間については免除とする。

（別表２）
使用機械
味噌くり機
真空包装機

・三好町東部生活改善センター 水切りシール機
フードスライサー

9時～12時 12時～17時 17時～22時 ※複数機械を使用する場合は、別表１の金額とする。
大集会室 500円 500円 700円 ※使用時間が半日を過ぎた場合は、別表１の金額とする。
研修室 300円 300円 500円
調理実習室 500円 500円 700円

・三好町中央生活改善センター

毛布ｼﾝｸﾞﾙ 200円 9時～17時
毛布ダブル 350円 700円
こたつ布団 350円 17時～22時
洋布団 350円 1,000円
肌布団 150円
シーツ 100円

三好町農産物加工センター
三好町大字昼間字北佐古984番地の1

現行のとおり新町に引き
継ぎ、新町において検討
する。

三 加 茂 町

産業経済部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

協　議　項　目

調整方針（案）

　使用料（その他の施設等）

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新町において検討する。

料　　金
半日1,000円 1日2,000円

1時間　500円

三好町中央生活改善センター

位　　置
三好町大字足代579番地
三好町大字昼間字大畑916番地の3

名　　称
三好町東部生活改善センター

区　分
単位・金額

11人以上15人以下 1,300円

研修室

16人以上 1,600円

800円

種別１枚
当たり

加工室

１戸につき 　　　200円

13時～17時
区　分

500円

単位金額

500円

10人以下

区　分
ジャンボ
グリーン室

三加茂町農畜産物処理加工施設
三加茂町加茂3405番地

8時30分～12時

使　用　料
１桶につき　　　 100円
１パックにつき　　10円
１パックにつき　　10円

-
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具体的調整方針

三好町基幹集落センター 該当なし
○三好町基幹集落センター設置に関する条例

名称
位置

9時～12時 12時～17時 17時～22時
大集会室 1,000円 1,000円 1,200円
小会議室 500円 500円 700円
研修室 300円 300円 500円
実習室 500円 500円 700円

該当なし 三加茂町桟敷放牧場
○三加茂町桟敷放牧場の設置及び管理に関する条例

名称 三加茂町桟敷放牧場
位置 三好郡東祖谷山村字落合

牛（入牧時生後12ヶ月未満）
牛（入牧時生後18ヶ月未満）
牛（入牧時生後18ヶ月以上）
山羊、めん羊

該当なし 住民ふれあい農園
○住民ふれあい農園設置、管理及び処分に関する条例

名称
位置

利用区分

住民ふれあい農園
三加茂町加茂1802-2番地

使用料

入園及び指導料
年間(4/1～3/31) 3,000円
９月以降入園

１日１頭につき　　70円
１日１頭につき　　80円

三　好　町

三好町基幹集落センター
三好町大字昼間1790番地

区分
単位・金額

三 加 茂 町

家畜の種類 使　用　料
１日１頭につき　　60円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

１日１頭につき　　20円

年額の半額

-
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具体的調整方針

該当なし 染工房
○三加茂町染工房設置及び管理に関する条例

名称
位置

通常
特別

※時間内の終了しても上の金額とする。

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

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

・アリーナ（体育館）

9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時
ｽﾎﾟｰﾂのための利用 630円 1,260円 1,680円 3,570円
ｽﾎﾟｰﾂ以外の利用 1,260円 1,680円 2,100円 5,040円

・ミーティングルーム舞台（単独使用の場合）

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

三 加 茂 町三　好　町

使用区分
単位・金額

みかも染香房
三加茂町加茂3,405番地

8時30分～12時
使用料

13時～17時
500円

1,000円

区分

部分使用

使用区分

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

単位・金額

洗濯（洗濯機、乾燥機） 1,050円
１回当たり料金利用内容

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現行のとおり新町に引き
継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

500円
1,000円

-
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具体的調整方針

三好町中央公民館 三加茂町公民館
○三好町中央公民館、老人福祉センター使用条例 ○三加茂町公民館設置条例

9時～12時 12時～17時 17時～22時 9時～17時 室名 9時～12時 13時～17時 17時～22時 9時～22時
1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 多目的ホール 1,500円 2,000円 2,500円 3,000円
2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 会議室和室1 1,000円 1,300円 1,600円 2,000円
1,200円 1,500円 2,000円 2,500円 会議室和室2 700円 900円 1,200円 1,500円
1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 会議･研修室 600円 800円 1,000円 1,400円
1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 調理･実習室 900円 1,200円 1,500円 2,000円
1,000円 1,200円 1,500円 2,500円 冷暖房費その他の実費は使用者の負担。
2,000円 3,000円 4,000円 5,000円
1,000円 1,200円 1,500円 2,500円
1,000円 1,200円 1,500円 2,500円
1,000円 1,200円 1,500円 2,500円

使用料
600円
500円
150円
150円

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

その他の公民館 その他の公民館
○三好町中央公民館、老人福祉センター使用条例 ○三加茂町公民館設置条例

9時～12時 12時～17時 17時～22時 室名 9時～12時 13時～17時 17時～22時 9時～22時
1,000円 1,200円 1,200円 大ホール 510円 820円 1,030円 1,850円
500円 600円 600円 会議室 300円 410円 510円 820円

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

9:00～22:00の使用料…各時間帯の合計

　現行のとおり新町に引き
　継ぎ、新町発足後、速や
　かに調整する。

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

集会室(和室)

施設名 室名

会議室

ガス使用料(1時間) 料理実習室
その他各室
2F集会室(和室)

料理実習室

室名
会議室

講義室

大集会室

2F

3F

4F

東山公民館

増川公民館

集会室
会議室
料理実習室
集会室

9時～22時の使用料は、17時～22時と9時～17時使用料の合計｡

第1資料室
会議室(和室)

小会議室

4F大集会室

料理実習室

料理実習室
会議室
集会室

視聴覚室

足代公民館

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

室名種別

冷暖房使用料(1時間)

三 加 茂 町三　好　町

教育部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整方針（案）

協　議　項　目 　使用料（公民館）

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新町発足後、速やかに調整する。

-
 
8
 
-



具体的調整方針

ふれアリーナみよし 町立体育館
○ふれアリーナみよし設置及び管理に関する条例 ○三加茂町立体育館の設置及び管理に関する条例
全面使用

全面使用 9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時
スポーツの為 630円 1,260円 1,680円 3,570円
スポーツ以外 1,260円 1,680円 2,100円 5,040円

部分使用

小川谷運動公園施設：運動場 町立町民運動場：グラウンド
○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例 ○三加茂町立町民運動場の設置及び管理に関する条例
町内者 無料
町外者

小川谷運動公園施設：テニス場 該当なし
○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例

(１時間当たり)
9時～17時 17時～22時

町内者 無料 400円
町外者 無料 800円

小川谷運動公園施設：ゲートボール場 町立町民運動場：ゲートボール場
○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例 ○三加茂町立町民運動場の設置及び管理に関する条例

(１時間当たり) 無料
１面 ２面

町内者 400円 800円
町外者 800円 1,600円

三　好　町 三 加 茂 町

スポーツ、文化活動 １時間 1,200円

１時間　1,000円
１時間　2,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

教育部会

協　議　項　目

調整方針（案）

　使用料（社会体育施設）

　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　現行のとおり新町に引
　き継ぐ。

※バレー及びバドミントンコート１面使用の場合、上記の1/2の金額。

1/2超～2/3以下使用 全面の2/3の金額

営利目的 １時間 6,000円

1/3使用 全面の1/3の金額
1/3超～1/2以下使用 全面の1/2の金額

-
 
9
 
-



具体的調整方針

小川谷運動公園施設：夜間照明 該当なし
○小川谷運動公園施設の設置及び管理に関する条例
町内者
町外者

総合運動公園施設 該当なし
○三好町総合運動公園施設の設置及び管理に関する条例
町内者
町外者

町民柔剣道場 該当なし
○三好町町民柔剣道場使用条例
町内各種団体
町外団体

該当なし Ｂ＆Ｇ海洋センタープール （円／１回）
○三加茂町Ｂ＆Ｇ海洋センター条例

小人 大人 小人 大人
町内者 100 200
町外者 200 300

学校夜間照明施設 学校夜間照明施設
○三好中学校、足代小学校運動場夜間照明施設使用条例 ○三加茂町行政財産の使用料徴収条例
三好中学校、足代小学校グラウンド 三加茂中学校
町内各種団体 Ａグラウンド
町外団体 Ｂグラウンド

西庄小学校
グラウンド

無料
１時間　1,000円

１時間　2,000円

個人使用料の
　　80/100の金額

１時間　　200円

三 加 茂 町

個人使用料 団体使用料

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

１時間　500円
無料 １時間　1,000円

１時間　　650円

１時間　1,000円

１時間　300円
１時間　600円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

-
 
1
0
 
-



具体的調整方針

代替バス 該当なし
○三好町自家用自動車有償運送に関する条例

池田駅
前

普通旅客運賃表（伊月－池田駅前）
三好病
院前

供養地
供養地西

大具

三好大
橋南

三好大
橋北

110円 110円 160円 180円 240円

三好高
校前

110円 120円 160円 220円 240円 240円

敷地 110円 150円 180円 210円 260円 280円 330円

宮内前
町役場南
昼間橋

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

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

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

足代八幡
神社裏

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

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

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

【確認事項】
○交通事業
　当分の間、現行のとお
　りとする。

産業経済部会

協　議　項　目

調整方針（案）

　使用料（代替バス）

　当分の間、現行のとおりとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町三　好　町

-
 
1
1
 
-



具体的調整方針

代替バス 該当なし
○三好町自家用自動車有償運送に関する条例
定額旅客運賃表

１ヶ月 ３ヶ月 １ヶ月 ３ヶ月
割引率

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

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

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町三　好　町

１ヶ月 
３ ０．９５基準運賃額

【確認事項】
○交通事業
　当分の間、現行のとお
　りとする。種別

普通運賃
１ヶ月分

普通運賃
３ヶ月分

通勤 通学
期間

０．３０
１ヶ月 ３ 
０．９５

０．４０

-
 
1
2
 
-



具体的調整方針

代替バス 該当なし
○三好町自家用自動車有償運送に関する条例
通学定期特別割引額表

種別
期間

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

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町

【確認事項】
○交通事業
　当分の間、現行のとお
　りとする。通学定期補助金

１ヶ月 ３ヶ月

-
 
1
3
 
-



保育料

国の基準 三 好 町 三加茂町 国の基準 三 好 町 三加茂町

第１
段階

生活保護法の
被保護世帯
(単給世帯含)

0円 同　左 同　左 0円 同　左 同　左

第２
段階

市町村民税
非　課　税

9,000円 同　左 同　左 6,000円 同　左 同　左

第３
段階

所得税
非　課　税

19,500円 同　左 同　左 16,500円 同　左 同　左

27,000円

保育単価
限 度 額

41,500円

保育単価
限 度 額

58,000円

保育単価
限 度 額

80,000円 77,000円

保育単価
限 度 額

保育単価
限 度 額

入所児童の属する世帯

階層
区分

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

徴　収　基　準　額（平成１５年度）

３歳未満児 ３歳以上児
定　　　義

　使用料（保育料）

　現行のとおり新町に引き継ぐ。

具体的調整方針

健康福祉部会

44,500円

61,000円

30,000円 同　左

40,000円

55,000円

第４
段階

第５
段階

第６
段階

第７
段階

所得税
64,000円未満

所得税
 64,000円以上
160,000円未満

所得税
160,000円以上
408,000円未満

所得税
408,000円以上

60,000円

同　左

40,000円

55,000円

60,000円

【確認事項】
○保育所事業
　現行のとおり新町に引き継ぐ。

47,000円

同　左

37,000円

45,000円

47,000円

同　左

37,000円

45,000円

-
 
1
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-



具体的調整方針

教員住宅 教員住宅
○三好町学校教職員住宅の設置及び管理に関する条例

名　称
足代教員住宅
東山教員住宅

名　称
足代教員住宅
東山教員住宅

産業経済部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町

住　所

協　議　項　目

調整方針（案）

　使用料（教員住宅）

　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　現行のとおり新町に引
　き継ぐ。

名　称 住　所
三好町大字足代字西古田ノ23,796番地の4

使　用　料
1ヶ月　9,000円
1ヶ月　4,300円

三好町大字東山字光清24番地の13

大藤教員住宅
1ヶ月　8,000円

江口教員住宅

大藤教員住宅
江口教員住宅

三加茂町中庄3272-2
三加茂町中庄2129-2

名　称 使　用　料

-
 
1
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-



事務手数料

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

手　数　料　の　種　類

戸籍 戸籍謄・抄本 １通 450円 450円 450円

戸籍届出書記載事項証明書 １通 350円 350円 350円

戸籍の全部・個人の記録事項証明 １通 450円 450円

戸籍届出書記載事項証明 １通 350円 350円 350円

除籍謄・抄本 １通 750円 750円 750円

除籍記載事項証明書 １通 350円 450円 450円

除籍の全部・個人の記録事項証明 １通 750円 750円

改製原戸籍謄・抄本 １通 750円 750円 750円

届出の受理証明 １通 350円 350円 350円

婚姻、離婚、養子縁組、認知の受理証明（省令で定める様式による
上質紙を用いる場合）

１通 1,400円 1,400円 1,400円

戸籍届出書の閲覧 １通 350円 350円 350円

戸籍附票の写し １件 450円 400円 400円

その他の証明 １件 450円 400円 400円

住民基本台帳 住民票記載事項証明 １通 450円 400円 400円

外国人登録記載事項証明書 １通 450円 450円 400円

身分証明書 １枚 450円 400円 400円

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

住民票の閲覧 １件 450円 400円 400円

住民票の写し １通 450円 400円 400円

年金現況証明（公的年金等） １通 無料 無料 無料

年金現況証明（公的年金等以外） １通 450円 400円 400円

税 優良宅地造成認定申請手数料 １件 86,000円 86,000円

優良住宅新築の認定 １件

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

住宅用家屋証明申請手数料 １件 1,300円

納税証明書 １件 450円 450円 450円

軽自動車納税証明書 １件 無料 無料 無料

所得証明書 １件 450円 450円 450円

課税証明書 １件 450円 450円

住民部会

協　　　議　　　項　　　目

調　　整　　方　　針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

単位 三好町 三加茂町 調整済額 具体的調整方針区　分

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。

-
 
1
6
 
-



手　数　料　の　種　類

税 所得課税証明書 １件 450円 450円

固定資産課税証明書 １件 450円 450円 450円

固定資産公祖課公課証明書 １件 450円 450円 450円

固定資産評価証明書 １件 450円 450円 450円

同上（法務局提出用） １件 無料 無料 無料

資産証明 １件 450円 450円 450円

住宅家屋証明 １件 450円 450円 450円

営業証明 １件 450円 450円 450円

その他の証明 １件 450円 450円 450円

督促手数料 １通 200円 200円 200円

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

印鑑 印鑑証明書 １通 450円 400円 400円

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

臨時運行許可 自動車の臨時運行許可申請 １件 750円 750円
750円を基準として条例整備することが
望ましいとの四国運輸局からの指針あ
り。

狂犬病予防 登録手数料 １頭 3,000円 3,000円 3,000円

狂犬病予防注射済票の交付手数料 １件 550円 550円 550円

鑑札の再交付手数料 １件 1,600円 1,600円 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付手数料 １件 340円 340円 340円

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

その他 埋火葬の許可書の写し １枚 450円 400円 400円

公簿、公文書等の閲覧手数料 １件 450円 400円 400円

公簿、公文書の謄本又は抄本の交付 １枚 500円 500円

収集運搬許可手数料 １件 4,200円 4,200円 4,200円

家電リサイクル法慣例事業 １台 2,000円 2,000円 2,000円

複写料金 １枚 白黒　 　　20円 白黒　 　　15円 白黒　 　20円

カラー　　100円 カラー　100円

その他 写しに要する額 その他 実費相当額

その他の諸証明 １件 450円 400円 400円

調整済額 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

区　分 単位 三好町 三加茂町

-
 
1
7
 
-



 日程５             協議第１１５号 
 
 

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

 
 

平成１７年 ２月１０日 提出 
 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

国民健康保険事業の取扱いについて 

（１）国民健康保険事業において、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）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ては、合併までに調整し、新

町発足時より統一施行する。 
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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】          【介護分】 
所得割   １１．０％    所得割   １．８％ 
資産割   ７０．０％    資産割   ５．０％ 
均等割 ２３，５００円    均等割 ５，５００円 
平等割 ２６，５００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。 
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国民健康保険法第５４条の３による

・出生届及び死亡届の提出時に処理す
　る
・申請書なし

（７）移送費の支給

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぎ、統一実施する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

１．目的等

１８．国民健康保険事業の取扱い

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 保険給付

課　　　題 具体的調整方針

（４）療養費の支給

（３）特定療養費の支
　　　給

（５）訪問看護療養費
　　　の支給

（２）入院時食事療養
　　　費の支給

２．給付の種類等

（１）療養の給付

（８）高額医療費の支
　　　給

国民健康保険法第５４条による
はり・きゅう等が対象

国民健康保険法第５４条の２による

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

国民健康保険法第５２条による

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

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

国民健康保険法第５３条による

国民健康保険法第５４条の４による

国民健康保険法第５７条の２による

国民健康保険法第５８条による国民健康保険法第５８条による

　①申請 ・所定の申請書により届出時（又は後
　日来庁時）に申請書を提出してもら
　う
・出生証明書添付

　　三加茂町…申請書なし

　　三好町……出生証明書添付

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

　様式、添付書類に差異あり

（６）特別療養費の支
　　　給

（９）出産育児一時金
　　　の支給

-
 
2
0
 
-



　支給方法については、三好町の例に
より、新町発足時より統一施行する

　三好町の例により、新町発足時より
統一施行する

　支給方法に差異あり

　１件　　300,000円

現　　　　　　況

三　好　町

（10）葬祭費の支給

　②支給方法

課　　　題 具体的調整方針

　　原則　口座振込

　④予算 ７人分

国民健康保険法第５８条による

　③給付内容 　１件　　300,000円

　③給付内容 　１件　　30,000円

　④予算 ４０人分

　１件　　30,000円

（会計課立て替え）

６０人分

三　加　茂　町

（郵便局不可）

　　申請時に現金支給

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

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

７人分

　⑤その他 ・出生一時金の貸付は実施していない ・出生一時金の貸付は実施していない

　　三加茂町…申請書なし

　①申請 ・所定の申請書により届出時（又は後
　日来庁時）に申請書を提出してもら
　う
・火葬許可書添付

・死亡届の提出時に処理する
・申請書なし

　様式、添付書類に差異あり

国民健康保険法第５８条による

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

　　三好町……火葬許可書添付

（会計課立て替え）

　　申請時に現金支給

（郵便局不可）

　②支給方法 　　原則　口座振込 　支給方法に差異あり

-
 
2
1
 
-



・調整交付金システム

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

（株）ジョイメイト

       210,000円

（株）四国情報管理センター（２）委託業者

【総合行政情報システム】

・事業実績システム

国保情報データベース

・事業実績システム

３．電算システム

三　好　町

　同一システムであるので、合併まで
に委託業者等の選定協議を行い、新町
発足時より統一する

（１）システム名 【総合行政情報システム】

（３）委託金額        210,000円

・調整交付金システム

三　加　茂　町

　　　　（内容は同一）

国保情報データベース

　電算システム委託に差異あり

-
 
2
2
 
-



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

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

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

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

・無受診完納世帯報奨（優良表彰）の対象者は、三好町の例により、平成１８年度より統一実施する。
・人間ドック一部助成事業は、新町においては実施しないものとする。
・成人健康教室における水泳教室は、現行のとおり新町に引き継ぎ、平成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、関係者と協議うえ決定する。なお、高齢者健康教室における水泳教室は、成人健康教室の水泳教室に包括するものとする。

三　好　町

　現行のとおり新町に引き継ぐ　表現に少々の差異があるが、目的は
同一である

具体的調整方針

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 保健事業

三　加　茂　町
課　　　題

調整方針（案）

１．目的

現　　　　　　況

-
 
2
3
 
-



　新町においては、個人表彰は実施せ
ず、世帯表彰のみ実施する

　③報奨内容

（１）無受診完納世帯報奨
　　（優良家庭表彰）事業

　①対象者

　④事業区分・事業費 町単独事業

　②事務手順

・記念品
    10,000円程度の品

三好町国民健康保険表彰規定による

　○１人世帯
　　　３年以上無診療
　○２人世帯
　　　２年以上無診療
　○３人世帯
　　　１年以上無診療

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

・世帯表彰のみ

　優良家庭表彰は、新町においても実
施する

　対象基準差異あり 　対象者については、三好町の例によ
り、平成１８年度より統一実施する

・記念品
　　10,000円の商品券

町単独事業

　報奨内容に差異あり

・表彰状

　表彰方法（場所）は、新町発足後調
整する

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

前年度１年間医療を受けなかった健康
世帯

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

・世帯表彰のみ

　報奨内容は、表彰状と１万円の商品
券とする

　表彰方法に差異あり

具体的調整方針課　　　題

２．一般対策事業

現　　　　　　況

三　好　町 三　加　茂　町

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

-
 
2
4
 
-



　④検診項目

　③検診場所 町内医療機関

町単独事業

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

　両町とも現在廃止

具体的調整方針

平成１５年度より廃止

三　加　茂　町
課　　　題

　⑦事務手順

　⑧事業区分・事業費

　⑥個人負担

　⑤検診料（予定） 　　４０，０００円

１月～３月

平成１６年度より廃止

三　好　町

　　１２，０００円

　②実施時期

国民健康保険加入者で４月１日現在、
４０～６５歳までの者

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

　①対象者

（２）人間ドック一部助成
　　　事業

現　　　　　　況

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

-
 
2
5
 
-



該当なし

　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、関係者と協議のうえ、定めるも
のとする

　三加茂町のみ実施 　成人健康教室の水泳教室で対応でき
るため、新町では実施しないものとす
る

      ５００円/回

　⑧事業区分・事業費 社協に委託

水泳教室

三加茂町ドルフィンスイミングクラブ

　①対象者

（３）成人健康教室

　⑤個人負担

　⑦事務手順 年間登録制による

水泳教室

　④受講料   １，０５０円/回

　③内容及び場所

（１）高齢者健康教室

　②実施時期

三　加　茂　町

現　　　　　　況

三　好　町
課　　　題 具体的調整方針

年間登録制による

町単独事業　⑧事業区分・事業費

３．高齢者対策事業

　⑦事務手順

　①対象者 ６０歳以上

　④受講料

三加茂町ドルフィンスイミングクラブ

　③内容及び場所

　⑤個人負担

年間（毎週月・木曜日）　②実施時期

　三好町のみ実施

５００円/回

被保険者

該当なし

１,０５０円/回

-
 
2
6
 
-



三　加　茂　町

町単独事業　③事業区分・事業費

　②事業内容

具体的調整方針
現　　　　　　況

課　　　題
三　好　町

６０歳以上の国保被保険者

　事業費　1,300千円

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

（２）高齢者生きがい
　　　づくり事業

該当なし

　事業の存続も含め、合併までに関係
機関と協議のうえ、調整するものとす
る

　①対象者

　三加茂町のみ実施

-
 
2
7
 
-



国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 高額医療貸付制度

・三加茂町国民健康保険の被保険者で
　あって、国保税の完納者

２．資格要件

１．概要 　三好町社会福祉協議会の事業として
存在

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

三　好　町
課　　　題

三　加　茂　町

現　　　　　　況
具体的調整方針

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

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

　事業形態に差異

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

４．手続き

　千円未満の端数を切り捨てとする３．貸付金額 　高額医療費相当額の１０分の８以内
（千円未満の端数は切り捨て）とし、
最高限度額は
　　　　　　５０万円

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

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

　貸付申込書に請求書又は領収書を添
付して申請

５．貸付金の償還 　高額医療費の支給時に精算　高額医療費の支給時に精算

６．経費 高額療養費貸付基金 基金として

3,127,651円(14末） 3,000,000円

-
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口座振込

業務終了後速やかに

     日額18,000円/人

・年３～４回実施

・民間専門員に委託している。

三加茂町役場庁舎内

　新町においても、専門員に委託する
ものとする

　年３～４回実施する

　差異なし４．報酬      日額18,000円/人

前月分を翌月１０日払５．支払い

３．実施場所

　実施が必要な事業のため、新町にお
いても実施する

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 レセプト点検事業

新町においても引き続き実施する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

・国民健康保険レセプト点検１．事業内容

・民間専門員に委託している。

・毎年４月１日～翌年３月３１日

・年３回（３日）実施
・１回５人

２．期間及び実施回数

三好町役場

・国民健康保険レセプト点検

・毎年４月１日～翌年３月３１日 　実施回数に差異あり

-
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課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぐ

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国保連合会共同処理事業

１．概要 　国民健康保険の保険者共通の事務
を、一元的に共同（電算）処理するこ
とにより、効率的な事業運営を図って
いる

２．処理内容

３．団体名

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

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

　差異がないので、現行のとおり新町
に引き継ぐ

　国民健康保険の保険者共通の事務
を、一元的に共同（電算）処理するこ
とにより、効率的な事業運営を図って
いる

徳島県国民健康保険団体連合会 徳島県国民健康保険団体連合会

-
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　　　４人

　　１２人

Ｈ１４年度：２回

１２人

Ｈ１４年度：２回

22,000円/年

　　定例会は年２回

　　　　（６月・３月）

　新町発足後、最初に開催される協議
会時に、協議決定する

公益代表

計

　　　４人保険医又は保険薬剤師代表

　委員構成は次のとおりとする

被保険者代表 　　　４人

２年

１２人

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

　４人

　４人

　４人

保険医又は保険薬剤師代表

４．任期

公益代表

計

３．委員定数

５．開催回数

６．委員報酬

被保険者代表

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

具体的調整方針

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国民健康保険運営協議会

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

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

　国民健康保険事業の運営に関する重
要事項を審議する

　国民健康保険事業の運営に関する重
要事項を審議する

１．概要

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

　４人

２年

　４人

　４人

28,000円/年 　他の委員報酬との均衡に留意し、合
併までに調整し、新町発足時より統一
する

　報酬に差異あり

-
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具体的調整方針

　三加茂町の例により、新町発足時よ
り統一する
　なお、基金については、合併時に２
町持ち寄り、新町に引き継ぐものとす
る

　基金の取扱いについて、協議が必要

調整方針（案） 三加茂町の例により、新町発足時より統一する。なお、基金については、新町発足時に２町持ち寄り、新町に引き継ぐものとする。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

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

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国保財政調整基金

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

・国民健康保険の長期にわたる財政の
　健全な運営に資するため

３．運営益金の処理

保　有　額

２．基金の額

年　度

・国民健康保険の長期にわたる財政の
　健全な運営に資するため

４．処分

     47,315,000円     200,434,000円

（平成１５年度） （平成１５年度）

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

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

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

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

-
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　新町の被保険者証の発行時期につい
て協議の必要あり

１年間

（４／１～３／３１）

　配達記録で各戸へ配付

・滞納者については、３月下旬に、納
　付相談等の案内文書を送付

１年ごと

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

・未申告者には、均等割・世帯割の軽
　減措置無し

・滞納者については、納税相談日を設
　け相談を受けている。

・未申告者には、均等割・世帯割の軽
　減措置無し

Ｈ１４：検認

Ｈ１５：更新

５．その他

４．交付方法

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

３．検認・更新 毎年更新

１年間

（４／１～３／３１）

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 被保険者証

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

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

２．有効期限

　三加茂町の例により統一する

１．交付時期 毎年３月下旬 毎年３月下旬

　交付方法に差異あり

　差異あり
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課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぐ。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 資格証明書等

　　①法

１．資格証明書

（１）法令等 　法令等に準拠し、取扱いに差異がな
いので、現行のとおり新町に引き継ぐ

　　②条例等

　　③要綱の有無

（２）実績等（Ｈ１４）

　　①措置判定会議

　　②交付実績

決定数（件）

却下数（件）

交付総数（件）

うち完納により通常被保険
者証を交付した数

0

なしなし

　国民健康保険法第９条第６項 　国民健康保険法第９条第６項

0 0

0

三好町国民健康保険被保険者資格証明
書交付等取扱要領

三加茂町国民健康保険被保険者資格証
明書交付等取扱要領

0 0

0 0

０回 ０回
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国民健康保険法施行規則第７条の２

２．短期被保険者証

三　好　町

現　　　　　　況

　　②有効期間

　　②条例等

　　③要綱の有無

うち完納により通常被保険
者証を交付した数

交付総数（件）

3

１ヶ月を基本３ヶ月を基本

三加茂町国民健康保険被保険者資格証
明書交付等取扱要領

課　　　題
三　加　茂　町

　　①法

（１）法令等

なし なし

3

（２）実績等（Ｈ１４）

　　①交付実績

20

三好町国民健康保険被保険者資格証明
書交付等取扱要領

国民健康保険法施行規則第７条の２

15

具体的調整方針

　有効期間に差異あり

　法令等に準拠し、取扱いに差異がな
いので、現行のとおり新町に引き継ぐ
　なお、短期被保険者証の有効期間に
ついては、合併までに調整し、新町発
足時より統一施行する
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― ― ＝

↓

↓

※２町は、上記応益割合で賦課している。

国民健康保険税の概要

軽減
割合

７割軽減
５割軽減
２割軽減

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

３．保険税の減額制度

１．保険税の決め方

世　帯　合　計　所　得減額区分

（１）応益割合による軽減額の差異

応益
割合

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

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

・両町、４方式採用

・軽減は７．５．２
　割軽減に該当

35/100 35/100 50/100

15/100 15/100

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

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

応
益

被保険者均等割総額

世帯別平等割総額

備　考

40/100 50/100 50/100

10/100

４方式 ３方式 ２方式

《保険税算出方法》

予想される医
療費総額

国庫支出金
一般会計繰入
金その他収入

自己負担金
（病院での治療代）

確保すべき保険税総額

（２）応益割合４５％以上５５％未満の市町村の減額規定

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

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

市町村区分 減　額　区　分

所得割・資産割・均等割・平等割
による保険税算出

１世帯当たりの保険税決定

２．保険税の賦課方式及び標準割合（介護納付金も同一）

応
能

所得割総額

区　　分

資産割総額
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・給報 ・給報

・年金支払額

・介護保険支払額

・前年度所得 ・前年度所得

・国保支払額

（４）実施時期 ・2/16～3/15

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

・国民健康保険税については、平成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。
・医療に係る税率は、所得割１１．０％、資産割７０．０％、均等割２３，５００円、平等割２６，５００円とする。
・介護に係る税率は、所得割１．８％、資産割５．０％、均等割５，５００円、平等割４，０００円とする。
・納期は、７月、８月、９月、１０月、１１月、１２月、１月、２月の８期とし、納期限は各月末日とする。ただし、１２月は２５日とする。
・税の減額については、現行割合のとおりとし、減免については、三好町の例により統一施行する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

国民健康保険分科会住民部会

協　議　項　目 国民健康保険税

１．納税義務者

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

２．申告等

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

（１）概要

被保険者の属する世帯の世帯主 被保険者の属する世帯の世帯主

（２）必要資料

・国保被保険者

・１月２日以降の転入者で国保被保険
　者については前住所に所得照会

（３）対象者

・介護保険支払額

・農業関係必要経費

・前年申告書

・国保支払額

・国保被保険者

・年金支払額

・前年申告書

・農業関係必要経費

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

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

・１月２日以降の転入者で国保被保険
　者については前住所に所得照会

・2/16～3/15

　納税義務者及び申告方法について
は、差異がないので現行のとおり新町
に引き継ぐ。
　ただし、申告の受付場所は、住民税
の協議決定によるものとする。
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２６，５００円

所得割

資産割

均等割

平等割

５．０％

均等割

最高限度額 ８万円

　できる限り５０％に近づける

１．８％

介護分の税率は次のとおりとする

　　応益割合：５０．５６％

最高限度額

資産割

５，５００円

平等割 ４，０００円

５３万円

所得割

　②一般・退職介護分

賦課世帯数（世帯）

被保険者数（人）

16,449

調定額（医療現年）

世帯当調定額

１人当調定額

416

（３）応益割合

（１）医療分

現　　　　　　況

３．税率等

最高限度額

所得割

資産割

均等割

平等割

最高限度額

　税率に差異あり

具体的調整方針課　　　題

　　２４，０００円

１１．０％

７０．０％

２３，５００円

三　加　茂　町

　　　　１４．０％

三　好　町

　　　　１０．５％

　　２５，２００円

平等割

　　　　６０．０％資産割

均等割

　　２８，０００円　　２８，８００円

　　　　６５．０％

５３万円 ５３万円

資産割は土地及び家屋が対象

　税率に差異あり

所得割 　　　　　２．０％

（２）介護分

　　　　　２．０％

資産割は土地及び家屋が対象
　　【摘要】

　　　４，０００円 　　　３，０００円

　　　　　５．０％　　　　　４．５％

　　　７，０００円 　　　５，０００円

1,245

2,299

863

被保険者数（人）

賦課世帯数（世帯）

1,713

6,842,607

537

12,742

9,674,044

24,065

17,653

402

548

　　応益割合：５０．６５％

　税率は平成１８年度より統一するも
のとし、医療分の税率は次のとおりと
する

４５．９０％４８．９９％

８万円８万円

　①一般医療分

（４）平成１５年度の
　　賦課状況（円）

調定額（医療現年）

世帯当調定額

１人当調定額

159,321,435

127,969

69,300

116,571,487

68,051

135,077
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現　　　　　　況

（２）対象者

　差異あり

　法に基づいた措置のため、現行のと
おり新町に引き継ぐ。
　ただし、２割減額の申請時期につい
ては、合併までに調整し、新町発足時
より統一施行する

均等割額・平等割額

課　　　題
三　加　茂　町三　好　町

４．税の減額

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

　　②５割減額

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

（１）概要

【減額部分】

・所得３３万円以下の世帯

均等割額・平等割額

世帯の合計所得が３３万円以下の世帯　　①７割減額

　　　以下の世帯

　３３万円＋２４万５千円
　　　　　　　 （被保険者数－１）

・６月１日より６月３０日の間に世帯
　主が申請

所得が３３万円を超え

　３３万円＋２４万５千円
　　　　　　　 （被保険者数－１）

　　　以下の世帯

　　③２割減額 所得３３万円に世帯内の被保険者１人
につき３５万円を加算した額

　　　以下で申請のあった世帯　　　以下で申請のあった世帯

【減額部分】

世帯の合計所得が３３万円を超え

世帯の合計所得が

３３万円＋３５万円 被保険者数

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

具体的調整方針
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平等割

均等割

平等割

均等割

平等割

区　分

７割

５割

均等割

　②介護分

７割

計

５割

２割

均等割

平等割

均等割

平等割

84

7,297,920

835,200

483,840

2,104,200167

58

193

362

9,966,600

額（千円）件

51

35

２割
均等割

平等割

計

69 96,600

件 額（千円）

512,400

139 681,100

37 74,000

288 1,008,000

47 164,500

120 336,000

120,000

244

40,800

1,393,000

50

1,763,900

50,000

35

194 931,200972,720

85 476,000

1,078,00077

区　分

1,302

790 15,484,000

224 2,688,000

　税率の統一により、平成１８年度よ
り統一する

21,660,480

　　２０，１６０円

　　１７，６４０円

42,530,800

52,500

件

48

額（千円）

課　　　題

21,873,600

三　加　茂　町

　　１９，６００円

　　１６，８００円

介護分均等割

　　１４，４００円

現　　　　　　況

　　１４，０００円

　　１２，６００円

　　　３，５００円

　　　２，１００円

基礎分平等割

７
割
減
額

　　１２，０００円基礎分均等割

　税率が異なるため、減額にも差異あ
り

三　好　町

　　　５，０４０円

　　　２，５００円　　　３，５００円

　　　２，０００円 　　　１，５００円

　　　４，８００円

　　　　　８００円 　　　　　６００円

　　　１，０００円

　　　５，６００円

５
割
減
額

（３）減額表

介護分平等割

介護分平等割

基礎分平等割

介護分均等割

　　　２，８００円

　　　４，９００円

基礎分均等割

（４）平成１６年度の
　　　当初調定額（円）

　①医療分

　　　５，７６０円

　　　１，４００円

件

介護分均等割

介護分平等割

２
割
減
額

基礎分均等割

基礎分平等割

565

額（千円）

具体的調整方針

21,000
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５．その他減免等

三　好　町 三　加　茂　町

17

　三好町の例により、平成１８年度よ
り統一施行する

0

　平成１５年度は実績なし

1

1

0

額（千円）

17

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

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

その他 0 0

計 0 0

具体的調整方針

　町長は、災害その他特別の事情があ
るものについて、特に必要があると認
める場合において、申請により３月を
超えない限度において納期限を延長す
ることができる

　三好町の例により、平成１８年度よ
り統一施行する

　町独自の減免措置に差異

　納期限等の延長規定に差異あり

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

　平成１５年度は実績なし

課　　　題

（１）減免

（３）平成１４年度の
　　　減免実績

区　分

災　害

件 額（千円）

0

件

0

現　　　　　　況

（２）納期限等の延長-
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課　　　題

　１２月

　　６月

　　９月

　　１月

　　２月

　１１月

　　３月

　　７月

　１０月

７．納付書発送

（１）発送時期 ・７月１０日頃

　　５月

　　８月

６．納期

　　４月

三　好　町

　納期に差異あり

現　　　　　　況

　　第２期：  8/1～ 8/31

　納期は次のとおりとする

第１期：  7/1～ 7/31 第１期：  7/1～ 7/31

　　第１期：  7/1～ 7/31

第２期：  8/1～ 8/31 　　第４期： 10/1～10/31

第３期： 11/1～11/30 第５期： 11/1～11/30

　　第５期： 11/1～11/30

第４期： 10/1～10/31 　　第６期： 12/1～12/25

第２期：  9/1～ 9/30 第３期：  9/1～ 9/30

第７期：  2/1～ 2/末

第６期：  1/1～ 1/31第４期：  1/1～ 1/31

　随時異動者に差異あり

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

　随時異動者の取扱いについては、平
成１８年度より三好町の例により統一
する

（２）発送対象者 国民健康保険加入者（世帯主） 町内の国民健康保険加入者（世帯主）

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

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

三　加　茂　町

・７月１０日頃

・随時加入者は、加入月の翌月

　※１２月は２５日とする

　　第７期：  1/1～ 1/31

　　第８期：  2/1～ 2/末日

　　第３期：  9/1～ 9/30

具体的調整方針

・随時異動者は、異動届出月の翌月の
　１０日頃

-
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（１）賦課期日 ４月１日 ４月１日

８．賦課等

（２）賦課額確定月

１０年

１０年

・年度毎に前年度の所得割額、資産割
　額、均等割額、平等割額を計算して
　通知書を作成し、世帯主に送付

・７月に本算定及び調定を行っている

・仮徴収は行っていない

・随時異動者については、届出翌月に
　賦課計算し、課税又は還付処理を行
　う

更正決定通知書

（４）書類等の保存

課税台帳

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

　現行のとおり新町に引き継ぐ

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

現　　　　　　況

三　好　町 三　加　茂　町

７月

課　　　題 具体的調整方針

　　【摘要】

１０年

１０年

（３）賦課手順

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

７月

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

・賦課計算後、同システムにより納税
　通知書を作成し納税義務者に送付

・７月に本算定及び調定を行っている

・仮徴収は行っていない

・随時異動者については、届出翌月に
　賦課計算し、課税又は還付処理を行
　う

-
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（３）

　差異あり 　合併までに調整し、平成１８年度よ
り統一施行する

　三加茂町の例により、統一施行する

（４）領収書

９．徴収及び収納管理

現　　　　　　況

高知銀行

阿波みよし農協

三　加　茂　町
具体的調整方針課　　　題

納付書による現金納付及び口座振替 納付書による現金納付及び口座振替

三　好　町

・納付書で公金取扱い金融機関へ納付

・口座振替

・納付書で公金取扱い金融機関へ納付

（２）払い込み方法 ・口座振替

四国労働金庫

阿波銀行三好支店

四国銀行

指定金融機関

四国労働金庫

徳島銀行

　郵便局での納付書による現金納付は
不可

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

　郵便局での納付書による現金納付が
可能

阿波みよし農協（加茂・三庄支店）

・徴収吏員による徴収

　　【摘要】

阿波銀行加茂支店 　差異あり

四国銀行

　財政事務関係の取扱いの協議決定に
より、新町発足時より統一施行する

・金融機関窓口納付分については、領
　収書発行不要
・口座振替納付者については、収納後
　約１０日間で振替済通知書を発送

・納付書による役場出納室への現金納
　付

郵便局

阿波銀行

高知銀行

徳島銀行

　差異あり

徳島信用金庫

収納代理金融機関

（１）納付・納入

・徴収吏員による徴収

（郵便局）

・納付書による役場出納室への現金納
　付

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

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

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

　　②口座振替

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

　協議の必要あり

　　①現金納付

　事務手順については、合併までに細
部調整し、新町発足時より統一する

　差異あり

　口座振替日は、各納期の末日とする

各納付月の末日

　　　７／３１
　　　８／３１
　　　９／３０
　　１０／３１
　　１１／３０
　　　１／３１
　　　２／末日

・金融機関の休業日の場合は翌営業日・金融機関の休業日の場合は翌営業日

各納期月の２５日

　　　７／２５
　　　９／２５
　　１１／２５
　　　１／２５

三　加　茂　町三　好　町

現　　　　　　況

（５）口座振替日

（６）事務手順

課　　　題 具体的調整方針

　三加茂町の平成１８年２月納期の分
については、２月末に納入確認ができ
ないので、旧町決算処理に問題が生じ
る恐れがあるため、電算システム統合
作業との調整を図るものとする
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⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒ ⇒

⇒

⇒

⇒

・ただし、土・日の場合は翌週の月曜
　日

 2/末

11/30

現　　　　　　況

 2/20

 9/30 10/20

10/20 9/3011/30 12/20

　督促状１通について
　　　　　　　　２００円

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

納期 督促

 7/31  8/20

　　【摘要】 ・ただし、土・日の場合は翌週の月曜
　日

納期限後２０日以内

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

　　⑤督促手数料 　督促状１通について
　　　　　　　　２００円

　　④振替不能者に対
　　　する督促

 1/31  2/20

納入義務の履行遅延（催告効果とし
て）

　　③期　日

年７回

 3/20

10/31

 8/31  9/20

12/20

11/20

納期限後２０日以内

 7/31  8/20

三　加　茂　町
課　　　題

三　好　町
具体的調整方針

10．督促及び催告

年４回　　②回　数

（１）督促

　　①発送要件

 1/31

納入義務の履行遅延（催告効果とし
て）

　納期を８期としたため、年８回とす
る

　納期の差により差異あり

納期 督促

-
 
4
6
 
-



年１回

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

１１～１２月頃

・７月以降毎月処理

　　・現金

不規則

11．還付

（１）概要

　　①回　数

（２）還付方法 　　・現金

（３）事務手順

年１回

過年度未納分について催告通知発送

　催告については、年１回とし、９月
～１０月に実施する

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

・出納室窓口より現金還付

　事務手順については、合併までに調
整し、新町発足時より統一する

　還付方法（現金・振込）に差異あり

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

三　加　茂　町

　　・振込（一部）

過年度未納分について催告通知発送

・出納室窓口より現金還付

　　①発送要件

三　好　町

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

　還付方法については、振込を原則と
する

現　　　　　　況

（２）催告

　　②期　日

具体的調整方針課　　　題

　発送時期に差異あり

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

-
 
4
7
 
-



・国保資格抽出

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

・課税計算処理

・２割軽減該当リスト作成
・納付書作成（直接納付用）

・通知書作成（口座振替用）

・課税台帳の作成

　処理方法に差異あり 　電算システム統合作業との調整を図
りながら、合併までに協議調整し、新
町発足時より統一施行する

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

・転入者情報入力

・賦課計算（仮計算）

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

・課税台帳の作成（当初・月次異動）
・集計書の作成

※過年度分の遡及賦課については、シ
ステム管理していない

（１）課税関係

12．電算システム

課　　　題 具体的調整方針
三　加　茂　町

現　　　　　　況

三　好　町

-
 
4
8
 
-



・調整交付金資料・調整交付金資料

・国保税に関する調

　　　その他各種調査に対応

・国保税に関する調

・ＯＣＲによる収納消込

・センターカット（口座振替システ）
　による収納消込

・収納集計帳票・一覧帳票の作成
・還付対象者一覧表作成

・未納者に対する督促料、延滞金の計
　算（現在、延滞金は徴収していな
　い）
・督促状の作成

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

・ＯＣＲによる収納消込

・収納集計帳票・一覧帳票の月報及び
　明細書

・未納者に対する督促料、延滞金の計
　算（現在、延滞金は徴収していな
　い）
・督促状の作成

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

　収納管理手順に差異あり 　電算システム統合作業との調整を図
りながら、合併までに協議調整し、新
町発足時より統一施行する

（２）収納管理

（３）資料作成

四国情報管理センター（株）（４）電算委託業者 扶桑電通（株）

13．その他 　その他の国民健康保険税に関する事
項は、地方税法及び三加茂町税条例の
規定に基づき処理する

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

三　加　茂　町

現　　　　　　況

三　好　町
具体的調整方針課　　　題

-
 
4
9
 
-



 日程６             協議第１１６号 
 
 

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

 
 

平成１７年 ２月１０日 提出 
 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

消防・防災関係事業の取扱いについて 

（１）消防団については、円滑な命令系統を確保するため、次のとおり統合す

る。 
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。 
 

- 50 -



（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。 
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・団長は消防団の推薦（推薦母体は分
　団長、指導担当副団長、連絡担当副
　団長）に基づき町長が任命

・その他役員は町長の同意を得て団長
　任命

・団員は町長の承認を得て次の有資格
　者から団長が任命

１．本町に居住する者
２．年齢１８歳以上６０歳未満。団長
　・副団長・分団長・その他特別の事
　情がある場合はこの限りでない
３．志操堅固で、かつ身体強健な者

・団長は消防団の推薦に基づき町長が
　任命

・団長以外の団員は団長が次の各号に
　揚げる者のうちから町長の承認を得
　て任命
１．町内に居住する者
２．年齢１８歳以上の者
３．志操堅固で、かつ身体強健な者

　任命基準に差異

　階級制度は新町発足時より統一する

　役員任期は２年とし、再任は妨げな
い
　団員任期は現行のとおり

　階級制度の調整が必要

　任期に差異

0

7 11

14部　長

班　長

団　員

７．役員任期

８．団員任期

９．任用

任　命

　条例定数の設定が必要

5

６．階級及び定数

団　長

副団長

230

分団長

副分団長

２０．消防・防災関係事業の取扱い

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 消防団

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

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

町内全域４．管轄区域

243５．条例定数

三加茂町消防団

２．消防団長名 橋　本　重　夫 川　原　清　次

１．消防団の名称 三好町消防団

三加茂町役場内

町内全域

18 0

6

7 11

1 1

３年（再任あり）

なし

２年

214178

なし

３．本団設置場所 三好町役場内

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

（全体的課題）
　組織及び活動内容等に差異は少ない
が、調整の必要がある

　新町全域の定数とするか、旧町単位
の定数とするか協議する必要がある

　町全域での定数とする

　現行の定数総数を新町に引き継ぐ

　三加茂町の例を基本に、合併までに
調整・統一し、新町発足時より適用す
る

-
 
5
2
 
-



条例なし

　定年制度に差異　文書により任命権者に願い出て、許
可を受ける

〔定年なし〕

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

　停職は１月以内の期間

10．分限

12．懲戒

11．退職 　文書により任命権者に願い出て、許
可を受ける

〔定年６０歳運用］
　団長・副団長・分団長・特別の事情
のある者を除く

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

　停職規定なし

　分限条項に差異

・成年被後見人又は被保佐人

・禁固以上の刑に処せられその執行を
　終わるまでの者又はその執行を受け
　ることがなくなるまでの者

・条例第９条（懲戒）の規定により免
　職の処分を受け、当該処分の日から
　２年を経過しない者

欠格事項
条例なし

現　　　　　　況

三　好　町 三　加　茂　町

　欠格条項に差異

課　　　題

１．心身の故障のため職務の遂行に支
　障があり、又はこれに堪えないと認
　められるとき免職

２．次の各号の一に該当するに至った
　とき身分を失う
（１）欠格条項の１号及び２号に該当
　するに至ったとき
（２）町外に転出したとき

　三加茂町の例により、合併までに調
整・統一し、新町発足時より施行する

具体的調整方針

　停職規定に差異

　三加茂町の例により、合併までに調
整・統一し、新町発足時より施行する

　三加茂町の例を基本に、合併までに
調整・統一し、新町発足時より施行す
る

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

-
 
5
3
 
-



　出動指令体制に差異

現　　　　　　況

第　２分団

　（実人員及び班数） 班数

2

1

38

31

2

第　７分団

第　８分団

　【摘　要】

第１２分団

計

三　加　茂　町三　好　町

第　１分団

本　　　団

実人員

13．分団構成（平成１５年１

6

30

実人員 班数

課　　　題

23

15

1

1

1
　現有団員については、新町に引き継
ぐ

1

1

　

22 1 　班体制に差異

17

17

22

具体的調整方針

・消防本部よりメールで配信される

・役場から防災無線によりサイレン吹
鳴及び緊急放送

部長は各分団２名

3

1

1

30

7

部長・班長なし

・団長、副団長には電話連絡

192

第１０分団

22

19

18

第　６分団

第　９分団

第１１分団

2

240 11

3

30 3

3

38

16

第　３分団

第　４分団

第　５分団

14．出動指令体制

・団長、副団長には電話連絡

18

11

1

120

・役場から防災無線によりサイレン吹
鳴及び緊急放送

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

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

-
 
5
4
 
-



三　好　町

　町への要望者に差異

16．設備点検

15．施設・機械等

基準外

積載車

小型動力ポンプ

車両格納庫

消防ポンプ車

消防詰所

その他車

１２２基

その他ポンプ

現　　　　　　況

0

各分団毎　２回/月

具体的調整方針

　施設・機械等については、現行のと
おり新町に引き継ぐ

課　　　題

指令車

　【施設設置】

各分団毎　２回/月

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

その他消防井戸等

消防専用資材庫

　２８基

　１６台

消防会館 0

消火栓

基準内

　６３基

　　１台

１７箇所

0 0

１台

１２箇所（内本部１）

三　加　茂　町

１８箇所

基準内

防火水槽

基準外

　　３台

　１８台

0

　１８台

　合併までに調整し、新町発足時より
統一施行する

　３５基

0

　２５基

１箇所

　１８基0

１０６基

　　０基

・防火水槽の用地は自治会で無償貸与

・各振興協議会の要望により設置

１３２基

１４箇所

　　２台

　　１台

　１６台

-
 
5
5
 
-



　分団長以上役員会

　　　９月

　　　６月

　　１０月

　　　２月

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

　夏期訓練（隔年）

　分団長以上役員会

具体的調整方針

　　　３月

随　時

　辞令交付式

三　好　町

　防火パレード

　分団長以上役員会

　　　５月

　　　７月

　　　４月

17．年間行事等

現　　　　　　況

　　　１月

　　１１月

　　１２月

　年末警戒（夜間）

　防火パレード

　　　８月

　出初式

　独居老人宅訪問

　分団長以上役員会

　分団長以上役員会

　消防学校（新幹部）

　消防学校（入団２年目）

　防火パレード

　出初式

　分団長以上役員会

　新町発足後、早急に新町消防団と協
議し、調整・計画する

課　　　題
三　加　茂　町

　年間行事に差異

　防災訓練（２自治会）

　班長以上役員会

　分団長以上役員会

　分団長以上役員会

・通常訓練　　　月２回

　分団長以上役員会

　分団長以上研修会

　防火パレード

　年末警戒（夜間）

-
 
5
6
 
-



　方面隊長

0

0

・年度末に支給

　次のとおりとする　（単位：円）

90,000

0

　方面副隊長

120,000

90,000

　団　長

　副団長

　【支給方法等】

33,000

29,000

　三加茂町の団員報酬は廃止し、相当
額を全分団の均衡に配慮しながら分団
運営費として交付金につき考慮する

19．各種補助金等

団　員

20．団員報酬年額（円）

現　　　　　　況

三　加　茂　町

　合併までに調整し、新町発足時より
適用する

具体的調整方針

　班　長

18．消防相互応援協定

分団長

・本団運営費
            400,000円/年

・分団運営費
          1,553,000円/年

副団長

・広域消防相互応援協定
　　　（香川県仲多度南部地区）

班　長

33,000

63,000

団　長

39,000

29,000

副分団長

・団服等購入補助
          購入金額の２/３

部　長

61,000

14,000

33,000

104,000

76,000

・役員研修補助金
            600,000円/年

・機械管理費
            400,000円/年

　別紙組織イメージ図あり

　報酬に各町で差異

　各協定の取扱いについて、協議が必
要

・徳島県消防防災ヘリコプター応援協
　定

　各町の補助金・交付金に差異・本団運営費
             80,000円/年

・分団運営費
            275,000円/年

・年末警戒交付金
　　　      285,000円/年

・分団長以上は毎年１２月に８割、３
　月に２割支給

・その他は毎年３月に全額支給

79,000

105,000

0

・徳島県市町村消防相互応援協定

・徳島県消防防災ヘリコプター応援協
　定

三　好　町

・三好郡消防相互応援協定

　現行のとおり新町に引き継ぐ

・徳島県市町村消防相互応援協定

課　　　題

　副分団長

　部　長

・三好郡消防相互応援協定

・広域消防相互応援協定
　　　（香川県三豊地区）

63,000　分団長

・パレード交付金
            190,000円/年

90,000

39,000

　団　員
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旅客運賃

具体的調整方針

３７円/㎞

三　加　茂　町

全団員加入

1,000

訓練出動

1,000

　　　その他　：10,900円/泊

　　　正副団長：11,800円/泊

　　　その他　： 9,800円/泊

・職員の旅費に関する 条例を参考

県内： 9,800円/泊
県外：13,000円/泊

       2,400円/夜

　　　正副団長：13,100円/泊

       　　　　 2,400円/日

21．旅費

　　　その他　： 2,200円/日

　　　正副団長： 2,600円/日

旅客運賃旅客運賃

３７円/㎞

現　　　　　　況
課　　　題

旅客運賃

　　　正副団長： 2,600円/夜

1,000

0点検出動

　　①公務災害補償

23．災害補償

個人負担

水防出動

鉄道

食卓料

乙地方

1,000

水防出動

捜索出動 1,000

火災出動

点検出動 0

0

0

　次のとおりとする　（単位：円）

0

0

１人　2,400円/年

　出動手当に差異

　日当・宿泊料・食卓料に差異

火災出動

22．費用弁償等

船

　【摘要】

宿泊料

甲地方

日当

航空

車賃

なし

捜索出動

町独自規定の有無

全団員加入

 

訓練出動

１人　2,400円/年

加入状況

徳島県市町村総合事務組合

掛け金

なし

 

徳島県市町村総合事務組合加入機関

0

旅客運賃

旅客運賃

三　好　町

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

1,000

　　　その他　： 2,200円/夜

1,000

1,000

　三好町の例により、合併までに調
整・統一し、新町発足時より適用する

-
 
5
8
 
-



個人負担

　　②Ｂ型火災共済

　　③Ｃ型火災共済

掛け金

加入機関

加入状況

日本消防協会

全団員加入

１人　　500円/年

日本消防協会

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

全団員加入

１人10,000円/年

全団員加入加入状況

加入状況

なし

全団員加入

個人負担

加入状況

個人負担

24．福祉共済制度

日本消防協会

町民全員

　　①福祉共済

加入機関

個人負担

加入状況

町独自規定の有無

 

１人16,710円/年

なし なし

１人10,000円/年

日本消防協会

なし

徳島県市町村総合事務組合

26．功労金

加入機関

制度なし

１人16,710円/年

個人負担 全額個人負担 全額個人負担

団長（１人）

25．退職報償金

　加入状況に差異

　差異なし

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

町民全員

  

なし

全団員加入

なし

日本消防協会

１人　3,000円/年

なし

１人　3,000円/年

１人　　500円/年

日本消防協会

徳島県市町村総合事務組合

町独自規定の有無  

制度なし

掛け金

加入機関

副団長（１人）

全団員加入

掛け金

三　加　茂　町

掛け金

日本消防協会

掛け金 町　6,000円/年

三　好　町

加入機関

　　②防火防災訓練災害補償

課　　　題

なし

町　10,000円/年

日本消防協会

現　　　　　　況
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功績章

精績章

勤続章

功績章

精績章

内助功

団長表彰

退団者

地方分会表彰

一般協力者

町長表彰

制服上下・帽子

具体的調整方針課　　　題

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

　装備状況に差異

 

　　　　○防止板入

夏略服上下・帽子

２個/人(分団長以上貸与）

　　　　○カーキ色

　消防団の意見を参考に、合併までに
調整・統一し、新町発足時より適用す
る

　項目・基準に差異

功労章

　　○黒色

　　　　○防止板入

○

功労章

 

感謝状

　県協会・分会規定を満たす者全員

県消防協会表彰

　県協会・分会規定を満たす者全員

　県協会・分会規定を満たす者から割
当数

　県協会・分会規定を満たす者から割
当数

　県協会・分会規定を満たす者から割
当数

　県協会・分会規定を満たす者から割
当数

　分会規定を満たす者から割当数

　分会規定を満たす者全員

　分会規定を満たす者から割当数 　分会規定を満たす者から割当数

　分会規定を満たす者から割当数

感謝状

感謝状

　分会規定を満たす者全員

28．表彰関係等

○

 

雨合羽

アポロキャップ 　○（本団のみ）

 

一部○　　

ヘルメット

冬略服上下・帽子

法被

ゴム製長靴

安全靴

　　○紺色

階級章（対外式典用）

三　加　茂　町

27．被服等の装備状況

２個/人(分団長以上貸与）

現　　　　　　況

三　好　町

　　○黒色

 

　　○灰色

 

（成績優秀３年以上全員）

 

　○（本団のみ）

（各分団１名）

（各分団１名） （成績優秀５年以上全員）

功労章 功労章
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功績章

精績章

勤続章

功労章

勤続章

生存Ⅰ類

　規定を満たす者

　団長・副団長の中から協会・分会規
定を満たす者を分会に具申

　団長・副団長の中から協会・分会規
定を満たす者を分会に具申

三　加　茂　町

　団長・副団長から条件を満たす者

　県規定どおり（年２～３名）

警察署長感謝状

褒章

大臣表彰

【その他規定】

　規定を満たす者

　規定を満たす者

　具申せず

　毎年３人ずつ具申

叙勲

日本消防協会表彰

　団長・副団長の中から協会・分会規
定を満たす者を分会に具申

　団長・副団長の中から協会・分会規
定を満たす者を分会に具申

　団長・副団長から条件を満たす者

消防庁長官表彰

叙位 　規定を満たす者

三　好　町

徳島県知事表彰 　県規定どおり（年２～３名）

　団長・副団長から条件を満たす者

　規定を満たす者

　規定を満たす者

　規定を満たす者

生存Ⅱ類 　具申せず

死亡

　規定を満たす者高齢者

　協会・分会規定を満たす者全員

　規定を満たす者

　団長・副団長から条件を満たす者

　毎年３人ずつ具申

　規定を満たす者

　規定を満たす者

　規定を満たす者

現　　　　　　況

　協会・分会規定を満たす者全員

課　　　題 具体的調整方針
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町助成金

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

結成

活動内容

・初期消火訓練

名称

隊数

総隊員数

29．その他

　　①女性消防隊

三　加　茂　町

２０人

東新町女性消防隊 　組織の有無に差異

平成１１年

1

・啓蒙活動

課　　　題
現　　　　　　況

三　好　町

・活動助成金
       　　　100,000円/年

具体的調整方針
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戸別受信機数

７．機器メーカー 三菱電機株式会社

８２台

６．子局

中継局周波数

中継局箇所数

中継局設置場所 ―

（アンサーバック機能の有無）

屋外拡声子局数

0

―

―

―

４．親局

５．中継局

呼　称

使用周波数

親局設置場所

遠隔操作卓設置場所

ぼうさいみよしちょう

68.85MHz

 

７時・１２時・１７時

 

ぼうさいみかもちょうやくば

３７箇所 ３８箇所

0

ＪＡみよし加茂支所

　広報・広聴事業の取扱いで、協議・
調整済

２．設置年度

２４８台
（主に山間部世帯）

沖電気

なし ＪＡみよし三庄支所

三加茂町役場内

１．免許区分

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 同報系防災無線

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

三　好　町 三　加　茂　町

三好町役場内

昭和５５年度 昭和５９年度

課　　　題 具体的調整方針

　統合又は統一した運用が必要
防災行政 防災行政

現　　　　　　況

３．設置事業 　消防防災無線通信施設整備事業 　新農業構造改善事業

８．平常行政放送時間

９．時報時間

７時・１２時・１８時 ７時・12:30・１８時

７時・１２時・１７時

　設備機器については、現行のとおり
新町に引き継ぐ
　なお統合親局を新設するか、或いは
各町の機器を別々に使用しその運用の
み統一するかについては、必要予算規
模等を調査・考慮したうえ、合併まで
に協議・調整する
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保守点検委託料

修繕料等

        0円 年900,000円

年448,350円 年300,000円

　平常放送に差異 　広報・広聴事業の取扱いで、協議・
調整済み

緊急放送

平常放送

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

・町行事案内
・各種団体行事案内
・その他連絡事項
・まよい犬

・防災情報
・災害情報
・火災発生情報

・防災情報
・災害情報
・火災発生情報

　ダム放流放送に差異
　　三加茂　なし
　　三　好　５０００ｔ以上

　合併までに調整・統一する

10．放送内容等

11．保守業者

12．保守料金

現　　　　　　況

三電計装（株） 中央電気
　保守業者に差異 　現行のまま新町に引き継ぎ、統合親

局を設置する場合は、その時点で協
議・調整する

課　　　題 具体的調整方針
三　好　町 三　加　茂　町
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その他 ― ―

　８台（5.0Ｗ）

１０台（1.0Ｗ） ―

― 　６台（1.0Ｗ）

―

―

　４台（5.0Ｗ）

　環境課

0 0

　総務企画課 　総務課

　宿直室

ぼうさいみかもちょうやくば

466.875MHz 466.8625MHz

三好町役場内 三加茂町役場内

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

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

１．免許区分

２．設置年度

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 移動系防災無線

課　　　題 具体的調整方針

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

防災行政 防災行政 　整備状況に差異

昭和５５年度 昭和５９年度

ぼうさいみよしちょう

３．設置事業 　消防防災無線通信施設整備事業 　新農業構造改善事業

４．親局

呼　称

使用周波数

基地局（統制卓）
　　　　設置場所

副統制卓設置場所

中継局箇所数

５．中継局

中継局周波数

中継局設置場所

役　場

消防団

その他

６．移動局

―

―

１５台（5.0Ｗ）

　　②携帯型

　　③可搬型（出力大）

―

１９台（5.0Ｗ）

　　①車載型

役場公用車

消防車

その他車

―

消防団 ― ―

役　場 ―

― ―

―
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役　場 　１台 　１台

消防団 ―

その他 ―

―

　　②衛星電話

―その他 ―

役　場 　３台

消防団 １４台 ―

７．その他無線機器

現　　　　　　況

　　①トランシーバー

―

―

課　　　題 具体的調整方針
三　好　町 三　加　茂　町
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　部長 産業課長

☆情報部

　部長 税務課長

水道課長　部長

　　部員 　水道課

☆産業部

☆水道部

　　部員 　産業課

　建設課　　部員

総務課長

　　部員 　税務課

収入役

消防団長

収入役

教育長

☆総務部 ☆総務部

　部長

建設課長

　　部員 　総務企画課

消防団長

　部長 総務企画課長

町　　長本部長

各　部

副本部長 助　役

１．組織構成

災害時に即応するため、合併までに協議・調整し、新町発足時より統合する

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 災害対策本部

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

町　　長

　組織構成及び設置基準に差異

助　役

　　部員 　総務課

　議会事務局

☆建設産業部

　　部員

　産業経済課

　部長

　建設課

　部長 建設課長

☆土木部
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☆教育部 ☆学校教育部

三　加　茂　町

　　部員 　社会福祉課

　部長 社会福祉課長

　　部員 　会計課

☆救護保健部

現　　　　　　況

　厚生課

　部長 厚生課長

　　部員

　住民課

会計課長

　環境課

　部長

　　部員 　教育委員会 　　部員 　教育委員会

　部長 教育長 　部長 教育課長

☆経理部

各　部

三　好　町

☆民生衛生部

具体的調整方針課　　　題

　町災害対策本部は、次の場合に三加
茂町役場内に設置する。なお、被害が
局地的でありかつ甚大である場合は、
必要に応じて現地に町災害対策本部を
設置することができる。

①町の地域を含む地域に気象業務法
　（昭和２７年法律　第１６５号号）
　に基づく暴風（雪）、大雨（雪）、
　洪水警報が発令されたとき

②町の地域を含む地域に気象業務法に
　基づく大雨（雪）、洪水注意報が発
　令された場合において、町長が必要
　と認めるとき

③その他異常な自然現象又は人為的原
　因による災害で、町長が必要と認め
　るとき

２．設置基準 　三好町災害対策本部は、次の場合に
設置する。なお、三好町水防本部が設
置されている場合、三好町災害対策本
部が設置されたときは同本部に総括す
る。

①暴風、大雨、洪水警報が発令され、
　大規模な災害の発生が予想せられる
　とき

②台風が四国に接近し、本町の全部又
　は一部を通過し、暴風雨圏に入るこ
　とが確実とされるとき

③河川の増水により水位が警戒水位を
　超える恐れが生じ、大規模な被害の
　発生が予想される場合

④暴風雨、大雨、洪水、地震、大規模
　な火災による災害が発生した場合、
　又予想される場合

⑤人的被害、家屋被害が相当数発生し
　たとき、又はそれが予知せられると
　き

⑥その他著しく激甚である災害により
　、特に応急対策を必要とする場合

-
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名　称

目　的

現組織構成

　会　長

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

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

　組織構成に差異１．防災会議

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 防災会議及び地域防災計画

課　　　題 具体的調整方針

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

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

町　長

３人

町　長

三好町防災会議

　②県職員

　③県警察官

　④町職員

　⑤教育長

　⑥消防団長

　⑧東消防署長

　①指定地方行政
　　機関の職員

　⑦指定公共機関・指定
      地方公共機関の職員

実委員数計

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

三加茂町防災会議

４人

１人

５人

３人

８人 ４人

１人

２５人 ２１人

１人 １人

１人

１人１人

３人 ４人

-
 
7
0
 
-



200

東山小学校 200

50中村多目的集会所

加茂小学校グラウンド 1,200

昼間小学校 500

足代小学校 350

☆一般災害対策編
☆震災対策編
☆資料編

☆風水害等対策編
☆資料編

三好中学校 800

避難所名 人数 避難所名 人数

40ふれアリーナみよし 山根生活改善センター

町役場 150

２．地域防災計画

30

平成　８年度

三加茂町地域防災計画

平成１１年度

滝下生活改善センター

西町生活改善センター 30

【摘要】

名　称

目　的

現　　　　　　況

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

　災害対策に関する事務又は業務の大
綱、防災のための調査研究、訓練、予
防計画、災害応急対策計画等について
定め、防災の万全を期する

最終修正年度

編集年度 平成　８年度

平成１１年度

避難場所及び収容人
数

中央公民館 550

足代公民館 50

東山公民館 50

増川公民館 40

　各町独自の計画である 　２町の現計画を基本に、新町防災会
議で協議される内容を反映させた、新
たな地域防災計画を、新町発足後早急
に策定する

０回年間会議開催回数

・（委員定数）
　　　　　２５人以内

・委員の任期　　　２年

・専門的調査のため、調査期間に限り
　専門委員を置くことができる

・（委員定数）
　　　　　２２人以内

・委員の任期　　　２年

・専門的調査のため、調査期間に限り
　専門委員を置くことができる

回

稲持多目的集会所 20

計画概要

15

貞広集会所 30

金川集会所増川小学校

北村集会所 30

加茂公民館 200

190加茂児童館

加茂幼稚園 330

基幹集落センター 80

中央生活改善センター 50 旧第一保育所 200

30

三好町地域防災計画

課　　　題

昼間公会堂 30 武大神社

40町民柔剣道場 60 原生活改善センター

具体的調整方針
三　好　町 三　加　茂　町
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1,600

現　　　　　　況
課　　　題

三加茂町公民館

三加茂中学校グラウンド

540

具体的調整方針
三　好　町 三　加　茂　町

30泉野生活改善センター

計 14 3,110 49 10,055

井関集会所

鍛冶屋敷生活改善センター 30

30

200

200トレーニングセンター

30市集会所

大藤小学校グラウンド

町立体育館

560

60十輪寺

150大藤公民館

毛田公民館 140

毛田幼稚園 30

黒長谷小学校グラウンド 160

毛田小学校グラウンド 480

三庄児童館

三庄公民館

三庄小学校グラウンド

160

500

旧第二保育所

絵堂小学校グラウンド

160

40中井集会所

260

730

三庄幼稚園 240

西庄地区コミュニティセンター 30

西庄公民館

30五名生活改善センター

150

530

70西庄幼稚園

30

西庄小学校グラウンド

110

白内生活改善センター

絵堂公民館

絵堂幼稚園 30

200

五瀧神社 50

山口生活改善センター 30

西山路多目的集会所 30

旧第三保育所
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　現行のまま新町に引き継ぐ
　ただし、その配備・増強について
は、新町発足後早急に調整し配備する

　備蓄状況に差異

品　名 数　量

ヘルメット

具体的調整方針課　　　題

釜

ハンドマイク 2 3

スコップ

鋸

10

鍬

ツルハシ

くい

カケヤ

ジョレン

○防災倉庫の有無

○

100

○

1 15

15

15

保存食

1,250

アルファ米

カンパン

土嚢

給水タンク

200

防水シート

毛布

非常用給水袋

○

飲料水

 

三脚

コードリール

斧

2

300Ｌ 3

鉄線

ライト

投光器 152

災害時備蓄品

数　量

15発電機 2

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

-
 
7
3
 
-



１．大雨注意報等が発　表され、相当
　な災害の発生が予想されるとき、又
　は台風が本県に接近する恐れがある
　とき

２．県内に震度４の地震が発生したと
　き

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

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

【待機体制】

現　　　　　　況

待機

状況

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

第１配備

　防災配備基準に差異防災体制

三　加　茂　町
課　　　題 具体的調整方針

三　好　町

【準備配置】 【第１非常体制】

１．暴風、大雨、洪水警報等が発表さ
　れたとき

２．台風が本県を通過することが確実
　とされたとき

３．河川が警戒水位に近づいたとき

４．県内に震度５弱若しくは５強の地
　震が発生したとき

５．その他特殊災害が発生し大規模な
　災害が予測されるとき

１．暴風、大雨、洪水警報が発令され
　、又は台風が本町を通過することが
　確実とされたとき

２．町内全域にわたり被害の発生が予
　想され、又は発生し、災害対策本部
　を設置し、防災活動を行う必要があ
　る災害時

第２配備

１．状況に応じて速やかに警戒体制に
　移行しうる体制

２．配備につく職員は、原則として通
　常の勤務場所にて待機し、部内の情
　報連絡にあたる

対応

【警戒配置】

状況

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

【第２非常体制】
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　現行のまま新町に引き継ぎ、新町発
足後整備される地域防災計画に基づき
実施する

概要

　消防団の動員については、消防団独
自の判断で行うことを原則とする

　町災害対策本部が設置されたとき

　災害応急対策を円滑に実施するため
に実施する

対応

　実施内容・状況等に差異

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

　町職員全員

　災害対策本部が設置され、全職員の
活動が必要と認められる災害時

状況

【第３非常体制】第３配備

１．必要な応急対策活動を状況に応じ
て行いうる人員を配備し、速やかに非
常体制に移行しうる体制

２．地域防災計画に基づく人員配備

　町職員全員

特記事項

対応

防災訓練

　特になし

現　　　　　　況
課　　　題

三　好　町 三　加　茂　町

【非常配置】

具体的調整方針

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

-
 
7
5
 
-



　組織設立状況に差異３．自主防災組織

・各振興会（自主防災組織）

・消防団 ・消防団

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

訓練内容

・広域連合東消防署 ・広域連合消防本部

　各小学校（５箇所）　不　定実施場所

対象者 ・各自治会

　防災週間内実施時期 　不　定

三　好　町
課　　　題 具体的調整方針

・水防訓練
・消防訓練
・避難訓練
・総合訓練

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

三　加　茂　町

現　　　　　　況

・池田警察署

　各自治会で結成するも現在は不明確 １．古川、東新町の２地区で結成
・月１回消火栓等点検
・定期的に消火訓練
・年末警戒に参加
・補助金各１０万円有

２．その他振興会
・結成されるも不明確
・補助金支給
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調整方針（案） 現行のとおり新町に引き継ぐ

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

応援協定名

２０．消防・防災関係事業の取扱い

消防・防災分科会総務部会

協　議　項　目 災害時の相互応援協定

課　　　題 具体的調整方針

　協定状況に差異
　各協定の取扱いについて、協議が必
要

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

徳島県消防防災ヘリコプター応援協定 徳島県消防防災ヘリコプター応援協定

徳島県市町村消防相互応援協定 徳島県市町村消防相互応援協定

三好郡消防相互応援協定 三好郡消防相互応援協定

広域消防相互応援協定
　　　　　　（香川県仲多度南部地区）

広域消防相互応援協定
　　　　　　（香川県三豊地区）

-
 
7
7
 
-



 

 日程７             協議第１１７号 
 
 

納税事務関係について（再協議案） 
 
 
各種事務事業の取扱いのうち、納税事務関係について提出する。 

 
 

平成１７年 ２月１０日 提出 
 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

納税事務関係について 

（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。 
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（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。 
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　毎月１５日から同月末日までに前月
分を申告納付

法人町民税

固定資産税

軽自動車税

鉱産税
　毎月１５日から同月末日までに前月
分を申告納付

個人町民税

　毎月１５日までに前月分を申告納付

決算期申告納付 決算期申告納付

特別土地保有税

たばこ税

入湯税

　毎月末日までに前月分を申告納付

申告納付 申告納付

１月１日

１月１日

　固定資産（土地・家屋・償却資産）

　軽自動車等

　土地の保有又は取得

４月１日

　掘採事業者が採掘した鉱物

具体的調整方針

２４－８．納税事務関係

各税分科会住民部会

協　議　項　目 税の賦課

調整方針（案）
・相続代表人及び納税管理人・代理人に関する制度については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
・退職所得課税については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
・各税の過料については、現行のとおり新町に引き継ぐ。

三　加　茂　町
課　　　題

現　　　　　　況

三　好　町

３．賦課期日

１．町税の種類 　個人町民税

　法人町民税

　軽自動車税

　特別土地保有税

２．課税客体

　鉱産税

　固定資産税

　売り渡し等に係る製造たばこ

１月１日

　鉱泉浴場における入湯行為

１月１日

　町内に住所を有する個人

　たばこ税

　町内に住所又は事務所を有する法人

　たばこ税

　鉱産税

　毎月１５日までに前月分を申告納付

　毎月末日までに前月分を申告納付

４月１日

　入湯税

　個人町民税 　差異なし

　法人町民税

　軽自動車税

　固定資産税

　特別土地保有税

　入湯税

特別土地保有税

たばこ税

鉱産税

入湯税

個人町民税

法人町民税

固定資産税

軽自動車税

　現行のとおり新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　現行のとおり、統一施行する
（第２０回合併協議会確認済）

-
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-



規則等で定める様式

申告納付

　　所得割

申告納付

申告納付

申告納付

標準税率

標準税率

標準税率

標準税率

三　好　町 三　加　茂　町

軽自動車税

個人町民税

町
民
税

たばこ税 申告納付

たばこ税

鉱産税

入湯税

課　　　題

標準税率

一定税率

標準税率

規則等で定める様式

現　　　　　　況

　納税通知時期に差異

特別土地保有税

郵送　　　５月１０日

５．納税通知

　　郵送　特別５月末日
　　　　　普通６月上旬

申告納付

固定資産税

法人町民税

　　郵送　特別５月１０日
　　　　　普通６月１０日

申告納付

４．税率

申告納付

入湯税

鉱産税

郵送　　　５月１０日 郵送　　　７月上旬

郵送　　　５月上旬

申告納付

申告納付

標準税率

特別土地保有税 一定税率

一定税率

標準税率

標準税率

標準税率

標準税率

一定税率

標準税率

法人均等割

　　法人税割

個人均等割

固定資産税

軽自動車税

標準税率 標準税率

標準税率

標準税率

申告納付

入湯税 申告納付

申告納付

特別５月上旬
普通６月上旬

５月上旬

申告納付たばこ税

固定資産税

個人町民税

法人町民税

特別土地保有税

鉱産税

軽自動車税

申告納付

　現行のとおり、統一施行する
（第２０回合併協議会確認済）

次のとおり統一する
（第２０回合併協議会確認済）

具体的調整方針

５月上旬

-
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1,988件

１０年

納税義務者別に

1,660件

１０年

随時

現　　　　　　況

１０年

１０年 １０年

１０年

納税管理人・代理人 随時

相続代表人指定届及
び通知書

随時

三　加　茂　町

６．納税管理人

軽自動車税課税台帳

町県民税課税台帳

土地家屋課税台帳兼名寄帳

７．納税義務者帳簿書類保存

納税義務者別に

９．退職所得課税

個人町民税（普通）

固定資産税

1,332件

2,586件

軽自動車税 3,570件

1,092件

・分離課税により勤務年数に応じた控
除額を差し引いた後税額計算を行い、
納付書による納付

・納付後調定処理

・分離課税により勤務年数に応じた控
除額を差し引いた後税額計算を行い、
納付書による納付

・納付後調定処理

3,843件

4,563件

８．賦課書類送達実績

個人町民税（特別）

１０年

１０年

償却資産課税台帳

随時

課　　　題

　差異なし

三　好　町
具体的調整方針

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

-
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課　　　題

　現行のとおり新町に引き継ぐ

３万円以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内

現　　　　　　況

三　加　茂　町

３万円以内

　差異なし

　すべて、納入通知書発付の日から１
０日以内

三　好　町
具体的調整方針

３万円以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内

　すべて、納入通知書発付の日から１
０日以内

３万円以内

３万円以内

３万円以内

（２）納期

（１）種類及び金額

10．過料

軽自動車税に係る不申
告等

鉱産税の納税管理人に
係る不申告

特別土地保有税の納税
管理人に係る不申告

町民税の納税管理人に
係る不申告

町民税に係る不申告

退職所得申告書の不提
出

固定資産税の納税管理
人に係る不申告

固定資産に係る不申告

-
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　三加茂町のみ郵便局での納付書によ
る納付が可能

　三加茂町の例により、統一施行する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ・災害等による期限の延長 ・災害等による期限の延長（４）納税の猶予

　現行のとおり、新町に引き継ぐ・すでに納付又は納入の義務の確定し
ている者について、その租税債権の納
期限の到来を待って徴収することがで
きないと認められる特定の事情が生じ
た場合、直ちに徴収する

・破産手続き開始

・その他

・すでに納付又は納入の義務の確定し
ている者について、その租税債権の納
期限の到来を待って徴収することがで
きないと認められる特定の事情が生じ
た場合、直ちに徴収する

・破産手続き開始

・その他

（３）繰上徴収

・納付書による現金納付及び口座振替

・郵便局での口座振替制度あり

①口座振替納付
②納付書で公金取扱い金融機関へ納付
　　　　（郵便局不可）
③徴収吏員による徴収
④納付書による特別徴収
⑤納付書で役場出納室へ納付

①口座振替納付
②納付書で公金取扱い金融機関へ納付

③徴収吏員による徴収
④納付書による特別徴収
⑤納付書で役場出納室へ納付

（２）払い込み方法

１．徴収金

（１）納付・納入 　現行のとおり、新町に引き継ぐ・納付書による現金納付及び口座振替

・郵便局での口座振替制度あり

各税分科会住民部会

協　議　項　目 税の徴収

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

・納付方法については、三加茂町の例により、統一施行する。
・指定金融機関につては、合併までに調整し、新町発足時より統一する。
・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。
・口座振替日については、各納期月の末日とする。ただし、軽自動車税については、５月２０日とする。
・その他、各税の徴収事務手続きについては、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。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

-
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現　　　　　　況
課　　　題

　阿波銀行

三　好　町 三　加　茂　町

・指定金融機関窓口へ依頼書兼申込書
の配布
・徴収吏員の徴収時でのＰＲ
・税務課窓口でのＰＲ

（１）普及 　現行のとおり、新町に引き継ぐ

・金融機関窓口納付分については、領
収書発行不要

・口座振替納付者については、各納期
終了後に、すべての納付者にハガキに
て送付

２．口座振替

（７）領収書

　徳島信用金庫

　郵便局での納付書による現金納付は
不可

　　【摘要】

・指定金融機関窓口へ依頼書兼申込書
の配布
・徴収吏員の徴収時でのＰＲ
・税務課窓口でのＰＲ

（郵便局）

　徳島銀行

　高知銀行 　高知銀行

　四国銀行 　四国銀行

　徳島銀行

　四国労働金庫　四国労働金庫

　阿波みよし農協（加茂・三庄支店）

　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

　指定金融機関及び収納代理金融機関
に差異あり

　阿波銀行加茂支店

・還付・加算金・手続き等について
は、地方税法により、５年還付金・加
算金

具体的調整方針

（５）過誤納金

　阿波みよし農協

　阿波銀行三好支店

（６）公金取扱い金融機関

指定金融機関

収納代理金融機関

・還付・加算金・手続き等について
は、地方税法により、５年還付金・加
算金

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

・金融機関窓口納付分については、領
収書発行不要

・口座振替納付者については、各税の
納期終了後に封書にて送付

　領収書発行時期及び方法に差異

　郵便局での納付書による現金納付が
可能（四国内に限る）

　阿波銀行

　郵便局

　合併までに調整し、平成１８年度よ
り統一施行する

　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

　三加茂町の例により、統一施行する

　ただし、可能な限り三好町の例を基
本に調整するものとする

-
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三　好　町

・町税等口座振替依頼書を当該金融機
関又は役場税務課に提出し申し込みを
行う

　町県民税

　固定資産税

　軽自動車税

固定資産税

　６／３０・８／３１
１０／３１・１／３１

５／３１・７／３１
１２／２５・２月末

　固定資産税

　軽自動車税

・町税等口座振替依頼書を当該金融機
関又は役場税務課に提出し申し込みを
行う

課　　　題
三　加　茂　町

現　　　　　　況

（２）概要

（３）対象税目 　町県民税

（４）対象者

軽自動車税 ５／３１

固定資産税

軽自動車税

５／３１・７／３１
１２／２５・２月末

５／３１

（納税者は自己以外の口座でも振替納
付をすることができる）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

（納税者は自己以外の口座でも振替納
付をすることができる）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

町県民税

　納期に差異

　６／３０・８／３１
１０／３１・１／３１

町県民税

５／３１・８／３１
１２／３１

６／３０・１１／３０

各納期月の末日

納税義務者
（共有固定資産は別に１納税義務者と
して扱う）

　【摘要】 　当該日が休日の場合は、その翌日又
は翌々日の平日

（５）納期限

次のとおりとする
（第２０回合併協議会確認済）

　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

納税義務者
（共有固定資産は別に１納税義務者と
して扱う）

　当該日が休日の場合は、その翌日又
は翌々日の平日

各納期月の２５日

７／３１

（６）口座振替日

　差異なし

-
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年４回

　催告状

具体的調整方針

　事務に差異

課　　　題

（８）経費

・指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関に依頼書を提出

・提出された口座振替依頼書により、
口座振替システムにデータを随時入力
する

・ＦＤにより引落依頼データ、結果
データを各金融機関と交換

・領収後、収納・消し込みを行い振替
済通知書を送付

・紙媒体での口座振替は行っていない

・指定金融機関、指定代理金融機関、
収納代理金融機関に依頼書を提出

・提出された口座振替依頼書により、
収納システムにデータを随時入力する

・ＭＴによるよる口座振替についの領
収書は金融機関が発行、送付

・紙媒体での口座振替分については、
役場で納税者宛送付

（７）事務手続き

（３）督促

　納入義務の履行遅延（催告効果とし
て）

　納入義務の履行遅延（催告効果とし
て）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

（２）関係様式 　督促状

　事務内容はほぼ同一であるが、若干
の調整が必要

固定資産税

軽自動車税

　納期の関係により発送回数に差異

年４回

随　時

年１回

納期から２０日以内

（法人税は、対象業者が少ないため、
電話にて督促）

　催告状

随　時

年１回

年２回

納期から２０日以内

（法人税は、納期より２０日経過後電
話若しくは文書にて連絡。毎月２０日
実施、ただし土・日の場合は翌週月曜
日）

年３回

　督促状はがき 　様式に差異

三　好　町

７９、８８４円 １，４３９，００６円

現　　　　　　況

三　加　茂　町

　②期　日

法人税

町県民税（普通）

　Ｈ１４年度手数料

（１）発送要件

３．督促・催告等

　①回　数

固定資産税

軽自動車税 年１回

　新たに設定された納期により、次の
とおり統一施行する

　合併までに調整し、統一施行する

　合併までに調整し、統一施行する

年４回

年４回

町県民税（普通）

法人税

　合併までに詳細調整し、新町に引き
継ぐ

随　時

-
 
8
7
 
-



　合併までに調整し、統一施行する

　②期　日 １１月～１２月

課　　　題
三　加　茂　町

　電算システムの差により、若干の差
異あり

・税（町県民税・固定資産税・軽自動
車税）の未納リスト作成

・未納処理により未納リスト抽出

・随時処理

・督促手数料は総務手数料として一般
会計へ歳入

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

（５）事務手順

・税（町県民税・固定資産税・軽自動
車税）の収納状態計算

・未納処理により未納リスト抽出

・随時処理

　①未納情報作成

　②督促状発送 ・未納処理
・未納分抽出
・データ転送
・電算から督促状納品
・督促状抜出処理
・発送

・未納処理
・未納分抽出
・督促計算

・督促状作成処理
・発送

・未納処理
・未納分抽出

・催告書作成
・発送

・未納処理
・未納分抽出
・データ転送
・催告書作成
・発送

（６）督促手数料 督促状１通について
　　　　　　　２００円

　現行のとおり、新町に引き継ぐ督促状１通について
　　　　　　　２００円

　③催告状発送

（４）催告

（７）その他 ・督促手数料は総務手数料として一般
会計へ歳入

　差異あり年１回　①回　数 年１回

三　好　町

現　　　　　　況

　催告については、年１回とし、９月
～１０月に実施する

具体的調整方針

不規則

-
 
8
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-



納期限後に納入する税金に加算する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

・納期限の翌日から納付又は納入の日
までの期間の日数に応じ、年１４．
６％

・ただし納期限の翌日から１月を経過
する日までの期間は７．３％

・附則第２条の２の１による７．３％
を各年の基準割合（各年の前年の１１
月３０日を経過する時における日本銀
行法第１５条第１２項第１号の規定に
より定められる商業手形の基準割引率
に年４％を加算した割合）に置き換え
る

（２）対象者 納期限後に納入する納税者

・納期限の翌日から納付又は納入の日
までの期間の日数に応じ、年１４．
６％

・ただし納期限の翌日から１月を経過
する日までの期間は７．３％

・附則第２条の２の１による７．３％
を各年の基準割合（各年の前年の１１
月３０日を経過する時における日本銀
行法第１５条第１２項第１号の規定に
より定められる商業手形の基準割引率
に年４％を加算した割合）に置き換え
る

納期限後に納入する納税者

（３）率等

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

（１）概要 納期限後に納入する税金に加算する

４．公示送達

返戻後随時

（３）事務手順

返戻された行方不明者

　返戻された納付書及び督促状等につ
いて、住所及び居所等を調査し、不明
物件につき公示送達を、起案決済後総
務課で受け付け番号をとり掲示場に掲
示する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

三　加　茂　町

　返戻された納付書及び督促状等につ
いて、住所及び居所等を調査し、不明
物件につき公示送達を、起案決済後総
務課で受け付け番号をとり掲示場に掲
示する

課　　　題

返戻された行方不明者

現　　　　　　況

三　好　町

返戻後随時

５．延滞金

（１）対象者

（２）実施時期

具体的調整方針

-
 
8
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-



・裁判所による強制競売事件により、
交付要求書及び参加差押えの送付

・裁判所より通知された時点

６．徴収権の時効

（１）差押

・滞納処分停止

・修正申告・修正申告

消滅時効期間５年

・滞納処分停止

現　　　　　　況

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

・所得税の更正

本税と同時

・金融機関口座預金、所得税還付金等
の差押

・納税者が納期内に完納しないとき、
債権者である町は債権確保のため納税
者に強制的に履行を求めることができ
る

　①内容

　③交付要求

７．滞納処分

（５）徴収時期

納税者が納税履行しないとき　②実施時期 納税者が納税履行しないとき

本税と同時

・所得税の更正

三　好　町

　現行のとおり、新町に引き継ぐ（４）減免対象 ・徴収の猶予

課　　　題
三　加　茂　町

・徴収の猶予

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

・全額について充当があったとき
・全額納付されたとき
・その他

　④差押・参加解除 ・全額について充当があったとき
・全額納付されたとき
・その他

・裁判所による強制競売事件により、
交付要求書及び参加差押え書の送付

・裁判所より通知された時点

消滅時効期間５年

・金融機関口座預金、所得税還付金等
の差押

・納税者が納期内に完納しないとき、
債権者である町は債権確保のため納税
者に強制的に履行を求めることができ
る

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

-
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-



（３）滞納処分取消条件

（２）滞納処分停止 ３年後、直ちに消滅

・自己破産

・生活の困窮

・行方不明・行方不明

・生活の困窮

・無財産

・自己破産

・無財産

（毎年度末実施）

地方税法第１９条から第１９条の１０
による

（毎年度末実施）

８．不服申し立て 地方税法第１９条から第１９条の１０
による

　現行のとおり、新町に引き継ぐ３年後、直ちに消滅

現　　　　　　況
課　　　題

三　好　町 三　加　茂　町

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

-
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第１期　　5/1～5/31

第１期　　6/1～6/30

第１期　　5/1～5/31

三　加　茂　町

　現行のとおり新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

第１期　　6/1～6/30

実施期間

固定資産５万円(Ｈ16より)

町民税　３万円(Ｈ16より)町民税　３万円(Ｈ16より)

限度額

　第１納期限まで

　個人の町県民税の納税義務者及び固
定資産税の納税義務者で、第１納期限
中に第２期以後の納付額全額を納付し
た場合で、徴収金の未納がない者

現　　　　　　況

報奨率

　第１納期限まで

固定資産５万円(Ｈ16より)

　個人の町県民税の納税義務者及び固
定資産税の納税義務者で、第１納期限
中に第２期以後の納付額全額を納付し
た場合で、徴収金の未納がない者

対象者

９．前納報奨金

三　好　町

　差異なし

個人町県民税

該当納期

固定資産税

　１％ 納期前月数（１月未満の端数
がある場合は１４日以下切り捨て１５
日以上１月とする）
　　１００円未満切り捨て

　１％ 納期前月数（１月未満の端数
がある場合は１４日以下切り捨て１５
日以上１月とする）
　　１００円未満切り捨て

課　　　題 具体的調整方針

-
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三　好　町 三　加　茂　町
課　　　題

現　　　　　　況

16.2

0

0

1,029

0

0

9.2

70 6.5

0

0

195,891

12,595 97.9

0

0

99.0

97.8

98.1

319,067

0

69,213 100

17,382

0

33,803 100

0

166,295 99.2

23,162 100

50 34.7

2,354 12.7

0

0

155 39.4

1,408 26.6

0

431,746 98.6

　国有地等交付金

　入湯税

　特別土地保有税

　たばこ税

　鉱産税

　特別土地保有税

　たばこ税

　鉱産税

計

　個人町民税

　法人町民税

　軽自動車税

　固定資産税

②過年度分

計

（過年度調停総額） 36,506

2,259 6.1

　国有地等交付金

　入湯税

24,432

0

3,967

0

1,160 5.3

707,154 98.5

0

0

　個人町民税

　法人町民税

　固定資産税

　軽自動車税

①現年分

10．徴収実績（千円・％）

収入額 収納率（１）平成１２年度

97.6

収納率

36,984

0

具体的調整方針

99.2264,508

収入額

-
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計 2,462 18.1

具体的調整方針課　　　題

0

0

0

0

　入湯税 0

　国有地等交付金 0

0　特別土地保有税 0

　たばこ税 0

　鉱産税

　軽自動車税 108 22.2

1,007

975

11

　固定資産税 1,969 23.9

　法人町民税 0

　個人町民税 385 7.9

0

②過年度分

98.2計 435,244

313 100

68,511

96.6

210,858

現　　　　　　況

17,874

97.6 331,253

三　加　茂　町

収納率

（過年度調停総額） 13,632 41,712

2,103 5.0

110

0

8.2

0.4

8.6

5.3

710,722 97.7

0

　国有地等交付金 0

　入湯税 0

　鉱産税 0

　特別土地保有税 0

　たばこ税 34,681 100

0

100

97.0

250,871　個人町民税 149,326 98.6 98.1

　法人町民税 27,800 100

収入額

　軽自動車税 12,579 95.4

三　好　町

（２）平成１３年度 収入額

①現年分

　固定資産税

41,900 98.5

収納率

-
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　たばこ税 0

0

　軽自動車税 298 32.2

　軽自動車税

　国有地等交付金 0 0

計 3,360 21.8 7,833

　入湯税 0

　鉱産税 0

9.4

　特別土地保有税 0 0

157

18.7　固定資産税 2,031 24.7 6,076

1,150 7.6

計

19.2

②過年度分

　個人町民税 1,031 16.4

450　法人町民税

　国有地等交付金 0 572 100

0　入湯税 0

66,936　たばこ税 33,311 100

　鉱産税 0 0

13,247 96.5

100

　特別土地保有税 0 0

0

収納率収入額

15.2

46,534

345,779

95.818,355

収入額 収納率

　固定資産税 215,605 97.9

　法人町民税 23,557 100

（過年度調停総額） 15,423 51,360

0

0

432,082 98.4 714,694 98.0

　個人町民税 146,362 98.7

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　加　茂　町

①現年分

97.1

236,518 98.6

99.2

（３）平成１４年度

三　好　町

-
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①生活保護法による保護を受ける者

②当該年において所得が皆無となった
　ため生活が著しく困難となった者又
　はこれに準ずると認められる者

③学生及び生徒

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）
・申告場所については、現行の申告場所を基本に、合併までに協議調整する。
・課税収納管理等の事務手順については、電算システム統合作業との調整を図りながら、合併までに調整し統一施行する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

住民税分科会住民部会

協　議　項　目 個人町民税

４．納税義務者等 （地方税法２９４条）

①町内に住所を有する個人
　　　　　　均等割＋所得割

②町内に事務所、事業所又は家屋敷を
　有する個人で町内に住所を有しない
　者
　　　　　　均等割

（地方税法２９４条）

①町内に住所を有する個人
　　　　　　均等割＋所得割

②町内に事務所、事業所又は家屋敷を
　有する個人で町内に住所を有しない
　者
　　　　　　均等割

①生活保護法による保護を受ける者

②当該年において所得が皆無となった
　ため生活が著しく困難となった者又
　はこれに準ずると認められる者

③学生及び生徒

５．全額非課税者 ①生活保護法の規定による生活扶助受
給者

②障害者、未成年者、老年者、寡婦
（寡夫）で前年中の合計所得金額が
１２５万円以下であった者

①生活保護法の規定による生活扶助受
給者

②障害者、未成年者、老年者、寡婦
（寡夫）で前年中の合計所得金額が
１２５万円以下であった者

６．減免対象者

１．申告場所

２．申告時期

役場・出張会場

２月１６日～３月１５日

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　申告場所及び数の協議が必要

３．準備書類等 　給報
　
　国保支払額
　国年支払額
　介護保険支払額
　前年申告書

役場・各地域

２月１６日～３月１５日

　給報
　前年度所得
　国保支払額
　国年支払額
　介護保険支払額
　前年申告書
　農業関係必要経費
　農業調査表（前年）

　差異あり

　２町に差異のある事項について調整
し、統一施行する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　申告場所については、合併までに調
整する

　準備書類等については、事務に支障
をきたさぬよう、合併までに調整する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

-
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三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

　（３）非課税者

　（１）税額

　（２）非課税基準額

７．均等割

 8/100

　前年の合計所得金額が、３５万円に
控除対象配偶者及び扶養親族の数に１
を加えた数を乗じて得た金額（控除対
象配偶者又は扶養親族を有する場合に
は、当該金額に３６万円を加算した金
額）以下

　　（Ｈ１６より）
　　　　加算額　３５万円

350,000円

　前年の合計所得金額が、３５万円に
控除対象配偶者及び扶養親族の数に１
を加えた数を乗じて得た金額（控除対
象配偶者又は扶養親族を有する場合に
は、当該金額に３６万円を加算した金
額）以下

　　（Ｈ１６より）
　　　　加算額　３５万円

350,000円

 8/100

10/10010/100

（標準税率） （標準税率）

①前年の合計所得金額が、控除対象配
　偶者及び扶養親族の数に１を加えた
　数　 280,000円＋192,000円
　　　　　　　　　　　　　以下
　　（Ｈ１６より）
       　　192,000円
       　　    ↓
       　　176,000円

②均等割の納税義務を負う夫と生計を
　一つにする妻

（標準税率）

①前年の合計所得金額が、控除対象配
　偶者及び扶養親族の数に１を加えた
　数　 280,000円＋192,000円
　　　　　　　　　　　　　以下
　　（Ｈ１６より）
       　　192,000円
        　　   ↓
      　　 176,000円

②均等割の納税義務を負う夫と生計を
　一つにする妻

（標準税率）

（２）非課税基準額

８．所得割

200万円を超

700万円を超

（１）税率

200万円以下  3/100  3/100

（３）非課税者

課　　　題 具体的調整方針

2,000円/年
（Ｈ１６より）
     3,000円/年

2,000円/年
（Ｈ１６より）
     3,000円/年

280,000円280,000円

　税率に差異はないので、現行のとお
り標準税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　税率に差異はないので、現行のとお
り標準税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）
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・希望する特別徴収義務者が承認申請
　書を提出

・随時受付、承認審査

※特例手続き

電算システムによる

　退職町民税は未電算化

・希望する特別徴収義務者が承認申請
　書を提出

・随時受付、承認審査

　１５年度中の適用なし

　月割額を徴収した月の翌月１０日ま
でに納入

　月割額を徴収した月の翌月１０日ま
でに納入

　６/１０

１２/１０

第２期

第３期

第４期

９．納期

（１）普通徴収

現　　　　　　況

三　好　町 三　加　茂　町

　６月～１１月分

（２）特別徴収

（３）特例事業所

　１/１～　１/３１

１２/１０

１０/１～１０/３１

　６/１～　６/３０

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　　　１/１～　１/３１

課　　　題

　差異なし

　普通徴収の納期に差異

　６/１～　６/３０

１１/１～１１/３０

【適用】 　１５年度中の適用なし

　６/１０１２月～翌５月分

　８/１～　８/３１

第１期

①住民税随時異動・更正データ入力

②退職町民税は収納台帳作成のうえ、
　事務処理

・過年度更正がある者（現年調定に影
　響する更正）の場合、電算上調定打
　ち出しに反映させることが不可能
　（滞納繰越分等の影響）なため、更
　正者のリストを町民税・県民税で区
　分し、年度末にそのリストを基に調
　定している

10．課税収納管理

　退職町民税は未電算化

（１）概要 電算システムによる 　システムの違いにより、手順等にも
差異あり

①住民税随時異動・更正データ入力

②退職町民税は収納台帳作成のうえ、
　事務処理

・過年度更正がある者（現年調定に影
　響する更正）の場合、電算上調定打
　ち出しに反映させることが不可能
　（滞納繰越分等の影響）なため、更
　正者のリストを町民税・県民税で区
　分し、年度末にそのリストを基に調
　定している

（２）手順

　合併までに調整し、統一施行する

　　　８/１～　８/３１

　　１０/１～１０/３１

具体的調整方針

　普通徴収の納期については、三好町
の例により、次のとおり統一する
（第２０回合併協議会確認済）

　　　６/１～　６/３０

-
 
9
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-



11．無申告者の取扱い

（特徴）
・６月分から翌年５月分（納期は翌月
　１０日）
・収納入力は随時（手入力）

（普徴）
・年４回の納期
・収納入力は随時（ＯＣＲ及び手入
　力）

（４）実施時期 （特徴）
・６月分から翌年５月分（納期は翌月
　１０日）
・収納入力は随時（手入力）

（普徴）
・年２回の納期
・収納入力は随時（ＯＣＲ及び手入
　力）

　差異なし

　合併までに調整し、統一施行する

具体的調整方針
現　　　　　　況

　２０歳以上の給与支払報告書の提出
のない者及び前年中の課税資料のない
者、確定申告のない者で被扶養者でな
い者に対し電話連絡

　随時実施

課　　　題

　差異あり

　２０歳以上の給与支払報告書の提出
のない者及び前年中の課税資料のない
者、確定申告のない者で被扶養者でな
い者に対し連絡

　随時実施

　現行のとおり新町に引き継ぐ

三　加　茂　町三　好　町

（３）委託業務 データパンチ委託費
　（平成１５年度予算）
　　　普通徴収　441,806円
　　　特別徴収　141,976円

-
 
9
9
 
-



　地方税法第２９６条第１項第１号に
規定される国、地方自治体その他公共
的性格を有する法人、及び同項第２号
に規定される法人のうち収益事業を行
わない法人

【適用法人】
・三好町
・昼間足代土地改良区
・小川谷土地改良区
・各郵便局及び簡易郵便局

　地方税法第２９６条第１項第１号に
規定される国、地方自治体その他公共
的性格を有する法人、及び同項第２号
に規定される法人のうち収益事業を行
わない法人

【適用法人】
・三加茂町

・各郵便局等
・三加茂町社会福祉協議会

２．非課税法人

　２町に差異のある事項について調整
し、統一施行する
（第２０回合併協議会確認済）

①町内に事務所又は事業所を有する法
　人
　　　　均等割＋法人税割

②町内に寮、宿泊所、クラブ、その他
　これに類する施設を有する法人で、
　町内に事務所、又は事業所を有しな
　いもの及び町内に事務所、事業所又
　は寮等を有する法人でない社団又は
　財団で代表者又は管理人の定めのあ
　るもの
　　　　均等割

①町内に事務所又は事業所を有する法
　人
　　　　均等割＋法人税割

②町内に寮、宿泊所、クラブ、その他
　これに類する施設を有する法人で、
　町内に事務所、又は事業所を有しな
　いもの及び町内に事務所、事業所又
　は寮等を有する法人でない社団又は
　財団で代表者又は管理人の定めのあ
　るもの
　　　　均等割

１．納税義務者等

住民税分科会住民部会

協　議　項　目 法人町民税

課　　　題 具体的調整方針

調整方針（案）
・非課税及び減免対象適用法人については、不公平が生じないよう合併までに調整する。
・その他、事務手続きについては、合併までに調整し統一施行する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
　ただし、適用法人については合併ま
でに調整する

-
 
1
0
0
 
-



（２）申告書発送 　決算期毎に確定、中間、予定申告
書・納付書を発送

　※独自開発のエクセルにより管理

三　好　町

①民法第３４条の公益法人

②地方自治法第２６０条の２第１項の
　認可を受けた地縁による団体

③特定非営利活動促進法第２条第２項
　に規定する法人

【適用法人】

・三加茂町商工会

①民法第３４条の公益法人

②地方自治法第２６０条の２第１項の
　認可を受けた地縁による団体

③政党交付金の交付を受ける政党等に
　対する法人格の付与に関する法律第
　８条に規定する法人である政党又は
　政治団体

④特定非営利活動促進法第２条第２項
　に規定する法人

【適用法人】
・三好町社会福祉協議会
・特別養護老人ホームみよし苑
・みよしの山荘
・三好町在宅介護支援センター
・三好町商工会

三　加　茂　町

　事業年度終了後２ヶ月以内
　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

現　　　　　　況

３．減免対象法人

課　　　題

　減免対象法人については、三好町の
例により統一し、施行する
（第２０回合併協議会確認済）

　減免対象法人に差異

具体的調整方針

（１）申告及び納期

　事業年度が終了した日の属する月の
翌月の１０日前後（予定・中間も同）

　差異あり

　事業年度終了後２ヶ月以内

　事業年度が終了した日の属する月の
翌月の１日（予定・中間も同）

（３）発送時期

　差異あり　決算期毎に確定、中間、予定申告
書・納付書を発送

　※電算システム管理

４．申告・納付等

　適用法人については、合併までに調
整する

　合併までに調整し、統一施行する

　三加茂町の例により統一施行する

-
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1,750,000

120,000

130,000

150,000

160,000

400,000

160,000

400,000

410,000

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　随　時

三　好　町 三　加　茂　町

（３）時期

　法人設立（変更）等申告書が税理士
等から提出されたら、受付し、決裁後
ファイリングして永久保存

（１）対象者 設立・変更等の該当法人

　法人設立（変更）等申告書が税理士
等から提出されたら、受付し、受付簿
に転記後、ファイリングして永久保存

設立・変更等の該当法人

　差異あり

課　　　題 具体的調整方針

　合併までに調整し、統一施行する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

１２．３/１００

　出納室での処理後、税務課において
納入済通知書により、電算システムで
消込処理

410,000

1,750,000

3,000,000

　出納室での処理後、税務課において
納入済通知書により徴収原簿に消込処
理
　未電算化

　随　時

５０人以下

８．法人設立届・申告書保管

（２）概要

７．収納管理

６．法人税割

⑤５０億円超

５０人超

５０人超

（標準税率） （標準税率）

④１０億円超

５０人以下

５０人超

120,000

50,000 50,000

現　　　　　　況

５．均等割

130,000

（標準税率） （標準税率）

１２．３/１００

3,000,000

150,000

資本等額・従業員

①１千万円以下

②１千万円超

③１億円超

５０人以下

５０人超

５０人以下

５０人超

　税率に差異はないので、現行のとお
り標準税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　税率に差異はないので、現行のとお
り標準税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

-
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（２）概要

（３）時期 　随　時

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

　届け出の提出があった場合、決算期
等を管理しているエクセルシートに入
力し、課税台帳等に記入後保管

　仕事等がなく休業する届け出のあっ
た法人

　仕事等がなく休業する届け出のあっ
た法人

具体的調整方針課　　　題

　届け出の提出があった場合、課税台
帳等に記入後保管

（１）対象者 　現行のとおり、新町に引き継ぐ

９．休業法人の取扱い

　差異あり 　合併までに調整し、統一施行する

　随　時

-
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　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　３０万円未満

　２０万円未満

　３０万円未満

固定資産税分科会住民部会

協　議　項　目 固定資産税

　（地方税法第３５１条） 　（地方税法第３５１条）

調整方針（案）

・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。
・評価替え作業については、新町発足後、三加茂町の例を基本に調整し統一施行する。
・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。
・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。
・その他、事務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、合併までに調整し統一施行する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

　１月１日現在の当該固定資産の価格
で課税台帳等に登録されたもの

　２町に差異のある事項について調整
し、統一施行する
（第２０回合併協議会確認済）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

１．納税義務者等 （地方税法第３４３条） （地方税法第３４３条）

　土地・家屋・償却資産で課税標準額
を超える資産の所有者

　土地・家屋・償却資産で課税標準額
を超える資産の所有者

３．非課税の範囲等

２．課税標準

・地方税法第３４８条及び第３４９条
　の３による
・町条例第４５条から第４８条による

　１月１日現在の当該固定資産の価格
で課税台帳等に登録されたもの

・地方税法第３４８条及び第３４９条
　の３による
・町条例第５５条から第５８条による

償却資産

４．減免点

土地

家屋

１５０万円未満 １５０万円未満

　２０万円未満

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

-
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第４期

第３期 １２／１～１２／３１

　納期に差異

１２／１～１２／２５

　２／１～　２月末日

　砂防指定地域の土地に対する補正に
ついては、以前から検討しているが、
現状の砂防台帳では土地地番を確定す
ることができないので、見送っている

　砂防指定地域の土地に対する補正に
ついては、以前から検討しているが、
現状の砂防台帳では土地地番を確定す
ることができないので、見送っている

①貧困により生活のため公私の扶助を
　受ける者の所有する固定資産

②公益のために直接専用する固定資産
　（有料で使用するものを除く）

③町の全部又は一部にわたる災害又は
　天候の不順により、著しく価値を減
　じた固定資産

④三加茂町工場設置奨励条例及び低開
　発地域工業開発地区の指定に伴う町
　税の課税免除に関する条例に該当あ
　る場合

６．税率

（１）減免

三　好　町

　差異なし

①貧困により生活のため公私の扶助を
　受ける者の所有する固定資産

②公益のために直接専用する固定資産
　（有料で使用するものを除く）

③町の全部又は一部にわたる災害又は
　天候の不順により、著しく価値を減
　じた固定資産

④三好町工場設置奨励条例及び低開発
　地域工業開発地区の指定に伴う町税
　の課税免除に関する条例に該当ある
　場合

課　　　題
現　　　　　　況

三　加　茂　町

５．減免対象等

第２期

　５／１～　５／３１

　７／１～　７／３１

１．４／１００

第１期

７．納期

１．４／１００

　納期については、三好町の例により
次のとおり統一する
（第２０回合併協議会確認済）　８／１～　８／３１

　５／１～　５／３１

　税率に差異はないので、現行のとお
り標準税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

（２）補正

具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　　　５／１～　５／３１
　　　７／１～　７／３１
　　１２／１～１２／２５
　　　２／１～　２月末日

-
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　登記済通知書

　現地踏査 　現地踏査

　写真　写真

田・畑・宅地・山林・雑種地・原野・
その他

田・畑・宅地・山林・雑種地・原野・
その他

（２）対象者 　１月１日現在の納税義務者

　土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等
縦覧帳簿

（町内のすべての土地、家屋の所有者
以外のすべての情報）

８．縦覧期間等

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針
三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

地目種別

　４月１日から４月２０日又は当該年
度の最初の納期限の日のいずれか遅い
日以後の日まで

　１月１日現在の納税義務者

（１）縦覧物 　土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等
縦覧帳簿

（町内のすべての土地、家屋の所有者
以外のすべての情報）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　所有者か否か（所有者以外は委任状
が必要）を確認の後、受付簿に記載の
うえ、税務課窓口において実施

（４）受付等

　４月１日から４月２０日又は当該年
度の最初の納期限の日のいずれか遅い
日以後の日まで

（１）土地

９．価格決定（評価）

地目確認方法 　現行のとおり、新町に引き継ぐ　登記済通知書

　所有者か否か（所有者以外は委任状
が必要）を確認の後、受付簿に記載の
うえ、税務課窓口において実施

（３）実施時期

-
 
1
0
6
 
-



 農業施設宅地造成費

画地認定方法

農業用施設用地課税  

◯

用途地区

　村落地区

　土地台帳面積及び地籍調査面積のう
ち、小さい面積を採用

・宅地並みの土地については宅地単価
・その他の土地については類似地目の
　単価

　宅地の鑑定評価の動向や有識者の意
見を参考

雑種地

　宅地評価法

山林

　評価替え調整会議による　評価替え調整会議による

畑 　評価替え調整会議による 　評価替え調整会議による

　評価替え調整会議による 　評価替え調整会議による

三　好　町

　鑑定評価額

　その他

単価算出

三　加　茂　町

現　　　　　　況

独自単価

各種委託業務

田

その他

課　　　題

　差異あり

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後調整を行う

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後、一定の区域の地籍調査が完
了した時点で、新基準について協議す
る

　宅地鑑定

宅地

　集団地区

・宅地単価を利用
・宅地並みの土地については宅地単価

　現地踏査

　宅地の鑑定評価の動向や有識者の意
見を参考

　鑑定評価額

具体的調整方針

　差異あり

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後、調整する

　宅地鑑定・画地認定

　アジア航測株式会社に委託

地積の基準

 

 

　集団地区

◯

　普通商業地区

　村落地区

　土地台帳面積及び地籍調査面積のう
ち、小さい面積を採用

　基準決定の必要あり

　差異あり 合併までに調整し、統一施行する

-
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あり

知事配分

法第３４９条の３に
よる課税特例

土佐くろしお鉄道（株）

なし

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

判定

三　加　茂　町

現　　　　　　況

（３）償却資産

確認方法

大臣配分

配分償却資産

　毎年１月３１日までに申告書の提出
を求め、当該判定申告書に基づき評価

・家屋評価基準による ・家屋評価基準による

・大規模非木造については池田財務事
　務所に評価依頼

四国電力（株）

西日本電信電話（株）

なし

課　　　題 具体的調整方針

・大規模非木造については池田財務事
　務所に評価依頼

　毎年１月３１日までに申告書の提出
を求め、当該判定申告書に基づき評価

あり

　収支内訳書により確認 　差異なし

　登記済通知書

　現地踏査

日本テレコム（株）

（株）ＳＴＮｅｔ

四国旅客鉄道（株）

ＫＤＤＩ（株）

四国旅客鉄道（株）

（株）ＳＴＮｅｔ

四国電力（株）

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

西日本電信電話（株）

ＮＴＴコミュニケーションズ（株）

　収支内訳書により確認

　現地踏査

三　好　町

　登記済通知書

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

（２）家屋

単価算出

確認方法

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

-
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三　好　町

　名寄帳

課　　　題 具体的調整方針
三　加　茂　町

　課税台帳

家屋

　合併までに調整し、統一される電算
システムにより、統一施行する・法務局からの登記済通知書を基礎と

　して、町職員が電算入力し異動処理

・現況踏査による異動も同様処理

　差異あり

　概要調書

　納付書（一般・口座）

・家屋評価調書（新築家屋）と登記済
　通知書を基礎として、町で家屋入力
　システムへ入力

　償却資産申告書を基に町職員が償却
資産課評を電算に入力

・家屋評価調書（新築家屋）により町
　職員が家屋入力システムへ入力し、
　データ入力後異動処理

　差異あり

　新増分家屋リスト

　概要調書

　評価変動割合

　課税明細書

　評価変動割合

　納税通知書（一般・口座）

　家屋評価調書

　納付書（一般・口座）

　土地家屋評価調書

　評価額一覧表

　評価額一覧表（縦覧帳簿）　土地マスター

現　　　　　　況

（１）異動方法

償却資産

　納税通知書（一般・口座）

土地

　課税明細書

　償却資産申告書を基に町で償却資産
システムに入力

・法務局からの登記済通知書を基礎と
　して、町で土地移動システムにデー
　タ入力
・現況踏査による異動も同様処理

　課税台帳兼名寄帳

　償却資産種類別明細書

　合併までに調整し、統一される電算
システムにより、統一施行する

（２）打ち出し資料

10．システム入力関係

-
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　　　【実施時期】 　随　時

③調定入力
　　財務会計システム

②課税処理
　　課税メニュー

三　好　町

・固定資産税の賦課を行うものについ
　て、税務メニュー（土地・家屋・償
　却資産メニュー）の異動処理を入力
　し、課税メニューにより課税処理し
　た後、財務会計システムにて調定
　（決議）

・固定資産税を一括調定し、異動（増
　減）分は随時調定する

（１）概要

（３）委託業者

①異動入力
　　各税務メニュー

　随　時

③修正入力
　　３年
　　評価もれ
　　評価誤り等

　住宅用地軽減対象者

　家屋取壊未処理者

②過誤納還付
　　基準

　所有権異動未処理者

　差異あり

具体的調整方針

　合併までに調整し、統一される電算
システムにより、統一施行する

課　　　題

（２）入力手順

現　　　　　　況

・固定資産税の賦課を行うものを財務
　会計システムにて調定
　（決議）

・固定資産税を一括調定し、異動（増
　減）分は随時調定する

①調定入力
　　財務会計システム

三　加　茂　町

　四国情報管理センター

11．調定

　扶桑電通徳島営業所

　所有権異動未処理者

　　　【対象者】

　家屋取壊未処理者

　住宅用地軽減対象者

　合併までに調整し、統一される電算
システムにより、統一施行する

-
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・全税システムのサポート代￥577,500
　に含まれる

　　　　３０冊

具体的調整方針

・総合住民情報システムによる賦課情
　報により財務会計システムで調定
・賦課変更においては、総合住民情報
　システムにより賦課状況を変更し調
　定

（４）処理項目

課　　　題

（５）委託経費

12．納税通知書

　　　　２３冊

　納税通知書兼領収書

　納税通知書兼領収書（口座用）

　　　　１２冊

　　　　　１冊

　　　　３８冊

　　　　　５冊

　　　　１０冊

家屋評価調書

　ＯＣＲ用納付書（窓口用）

土地（登記）台帳

　納税通知書兼領収書

13．帳票等管理

国調済台帳

国調済マイラー

家屋（登記）台帳

家屋図面

　　　１５０冊

　　　　　１冊

　　　　　１冊

（１）台帳の種類・数量等

　　　１０１冊

　　　　　８冊

名寄せ帳

固定資産課税台帳

・固定資産税電算システム保守点検料
　と兼ねる
・財務会計システムは一括契約

現　　　　　　況

三　好　町

償却資産台帳

償却資産申告書 　　　　　１冊

　合併までに調整し、統一施行する

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町においても従前のとおり管理してい
くものとする

　合併までに調整し、統一される電算
システムにより、統一施行する

　　　１５５枚

　　　２８４枚

・課税・収納処理については税務メ
　ニュー
・調定は財務会計システム

　　　　７０冊

　差異あり

三　加　茂　町

　　　１２３枚マイラー

旧図（旧公図）

-
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　評価変動割合等調

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

（３）概要調書作業

三　好　町

　　　　１，４００件

○

○

　　　　１，１８６件

課　　　題

　新町の電算システムにて、統一実施
する

　差異あり

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

現　　　　　　況

　　　　２，５８６件

　　　４，０００件

　　　２，９３３件

○

　名寄せ帳

（２）保管状況

　土地（登記）台帳永年保存

（１）縦覧用作業

　家屋評価調書

14．電算システム概要

　旧図（旧公図） 　旧図（旧公図）

　　　４，０００件

（一部欠落あり）

名寄及び賦課計算

名寄コード編集

　名寄せ帳

　家屋評価調書

○

　　　４，０００件

　　　４，６００件

　　３２，０００件

名寄帳作成

名寄索引簿作成

住民マスター突合

賦課計算

（２）賦課作業

名寄及び賦課計算 　　３２，０００件

郵便振替票作成

名寄帳作成

名寄帳合計分作成

　　２２，０００件

課税明細書作成

台帳作成

納税通知書作成（一般）

納税通知書作成（口座）

地区別調定表作成

土地マスター集計表作成

土地マスター地目別集計表作成

所有者別土地集計表作成

家屋マスター全件リスト作成

　土地家屋概要調書資料

　総評価見込資料作成（４）随時作業 　総評価見込資料作成

　評価変動割合等調

　土地家屋概要調書資料 　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

○

○

　　　５，５００件

　　　２，９３３件

○

　　　　　　　２，９３３件（追加分）

三　加　茂　町

　土地（登記）台帳

-
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　差異あり

　差異あり

　差異あり

　三加茂町の例を基本に、新町発足後
調整し、統一実施する

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後調整する

　土地の造成、地目の変更等を確認

課　　　題
三　好　町

土地判読

　　　平成　７年撮影
　　　　（評価替え年度毎には撮影し
　　　　　ていない）

　　　　　１／１０００

　　　　平坦部　３２枚

（１）航空写真

15．評価替え作業

家屋判読 　家屋の新増築及び取り壊しを確認

現　　　　　　況

三　加　茂　町

（３）用途地域区分図 　町全図に標準宅地用途地区ごとに色
分けして区分する

具体的調整方針

　町全図に用途地区（併用住宅・普通
住宅）ごとに色分けして区分する

　土地の造成、地目の変更等を確認

撮影状況

　宅地の間口・奥行・等から比準割合
を設定し評点数算出する。

（２）画地計算 　標準宅地の位置図と価格図を作成す
る

　家屋の新増築及び取り壊しを確認

　　　平成１４年撮影
　　　　（３年ごと撮影）

　　　　　１／１０００

　　　　平野部　９０枚

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後調整する

-
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　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後調整する

　差異あり

課　　　題

（社）徳島県不動産鑑定士協会

2,343,600円

３６地点

（社）徳島県不動産鑑定士協会

　評価替え年度に必要な標準宅地の鑑
定を行うことにより、公平かつ適切な
固定資産（土地）の価格を求める

17．土地評価システム委託業務

（１）目的

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後調整する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

　徳島県不動産鑑定士協会

　アジア航測株式会社

標準宅地数

（２）鑑定概要

16．土地鑑定評価業務

三　好　町

２５地点

　評価替え年度に必要な標準宅地の鑑
定を行うことにより、公平かつ適切な
固定資産（土地）の価格を求める

（１）目的

1,627,500円

随意契約

町単費

　四国情報管理センター

　な　し

（２）概要

　標準宅地の価格により類似地区の各
筆の宅地の評点数をきめ適正な評価を
行うため、データーの収集を行う業務
を委託する。

路線数

関係委託者

費用負担

委託方法

　徳島県不動産鑑定士協会

町単費

随意契約

　差異あり　な　し

　宅地の間口、奥行等から比準割合を
設定し、評点数を算出する。

委託者

随意契約

町単費

委託金額

費用負担

委託方法

三　加　茂　町

現　　　　　　況

　差異あり 　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後調整する

随意契約

町単費

　扶桑電通徳島営業所

-
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　価格の下落が大きい宅地について、
基準年度に対する第２年度、第３年度
についても価格の見直しを行う

三　加　茂　町

　　　　２５地点

　ここ数年、時点修正の実績なし

現　　　　　　況

　徳島県不動産鑑定士協会

　　（随意契約）

　　　　１地点　12,600円

　（Ｈ１５年度見込み） 　三加茂町の例により統一実施する（３）委託費

19．時点修正
    （土地鑑定評価）

　価格の下落が大きい宅地について、
基準年度に対する第２年度、第３年度
についても価格の見直しを行う

（１）概要

畑

田

宅地

雑種地

山林

原野

　　　　３６地点

　　　　２６地点

　現行のとおり、新町に引き継ぎ、新
町発足後調整する

　差異あり

具体的調整方針課　　　題

　集団地区

入力方法

三　好　町

紙面より

18．評価替え入力手順

　集団地区

標準地単価番号
設定

宅地用途地区区域設
定

　村落地区

　　　　　７地点 　　　　２６地点

　　　　　４地点

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　　　　　４地点 　　　　１２地点

　差異あり

（２）委託業者 　徳島県不動産鑑定士協会

　　（随意契約）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

紙面より

　村落地区

　普通商業地区

-
 
1
1
5
 
-



　　４５０円

（課税台帳閲覧手数料）

　年毎に区分保存

　課税台帳

　　４５０円（１回）

（閲覧手数料）

コピー料金

・地方税法４１６条及び４１９条の規
　定により公示した期間において納税
　義務者の閲覧に供する場合は無料

・地方税法４１６条及び４１９条の規
　定により公示した期間において納税
　義務者の閲覧に供する場合は無料

　現行のとおり、新町に引き継ぐ・第三者が閲覧を申し出た場合は、プ
　ライバシーの保護に留意し、登記事
　項についてのみ閲覧させる

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

２０円／枚 １５円／枚

・第三者が閲覧を申し出た場合は、プ
　ライバシーの保護に留意し、登記事
　項についてのみ閲覧させる

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　閲覧手数料は、無料とする

現　　　　　　況

（２）通知書管理

土地

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　合併までに調整し、統一施行する

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

閲覧料金

　法務局から「登記済通知書」を受け
取り台帳を整理する

　年・登記目的毎に区分保存 　月・年・年度と保存区分に差異

　　　　１５０冊

　電子台帳による

（１）概要

（２）特記事項

　申請書を受理し、税務課にて閲覧
　ただし、課税台帳閲覧は本人及び委
任状持参の代理人のみ可

閲覧方法

　課税台帳

　土地・家屋登記事項閲覧対象

　申請書を受理し、税務課にて閲覧
　ただし、課税台帳閲覧は本人及び委
任状持参の代理人のみ可

　土地・家屋登記事項

　Ｈ８年より電子台帳

　　　　　１０冊

永　年

　　７０冊(Ｓ45以降)

　　　　１５５枚

公図

　　　　１０１冊

旧家屋台帳

　　　　２８４枚

旧土地台帳

　　　　　　８冊

名寄帳

旧公図

21．台帳等の閲覧

　月毎に区分保存

家屋 　月毎に区分保存

（３）台帳管理

保管年数 永　年

（１）台帳作成

三　好　町

　法務局から毎月「異動報告書」を受
け取り台帳を整備する

20．固定資産台帳作成・管理

三　加　茂　町

　　　　３７５枚

課　　　題 具体的調整方針

-
 
1
1
6
 
-



　町の住民で、町税の納税義務のある
者又は固定資産の評価について知識経
験を有する者

22．固定資産評価審査委員会（付属機関）

現　　　　　　況

任期

　三加茂町内に所在する国、県の所有
（前年３月３１日現在）する土地・家
屋・償却資産に関し、国及び県が価格
決定し、その資産に対し町が請求を行
うことにより納付される

23．国有財産等所在地市町村交付金

年額１５，０００円 年額１５，０００円

３年 ３年

　町の住民で、町税の納税義務のある
者又は固定資産の評価について知識経
験を有する者

３人 ３人

　固定資産課税台帳に登録された事項
に関する不服を審査決定

　合併までに調整し、新町発足時より
統合する

　固定資産課税台帳に登録された事項
に関する不服を審査決定

課　　　題

（１）概要

報酬

委員定数

委員の選任

目的

（２）対象物件 徳島県教育職員住宅の土地及び家屋

（３）平成１５年度
　　　収入見込額 　５７２，３００円

三　好　町 三　加　茂　町

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

具体的調整方針

-
 
1
1
7
 
-



　日本赤十字社が所有する軽自動車の
うち、直接その本来の事業の用に供す
るもので、救急用のもの

条例なし　商品であって使用しない軽自動車等

４．減免

３．課税免除

（条例第７８条）
・公益のため直接専用するものと認め
　る軽自動車等
・貧困により生活のため公私の扶助を
　受ける者の所有する原動機付自転車

（条例第７８条の２）
・身体に障害を有し歩行が困難な者又
　は精神に障害を有し歩行が困難な者
　が所有する軽自動車等（身体障害者
　で年齢１８歳未満のもの又は精神障
　害者と生計を一にする者が所有する
　軽自動車等を含む）で当該身体障害
　者、当該身体障害者若しくは精神障
　害者（以下「身体障害者等」という
　）のために当該身体障害者等と生計
　を一にする者又は当該身体障害者等
　（身体障害者等のみで構成される世
　帯の者に限る）のために当該身体障
　害者等（身体障害者等のみで構成さ
　れる世帯の者に限る）を常時介護す
　る者が運転するもののうち、町長が
　必要と認めるもの（１台に限る）
・その構造が専ら身体障害者等の利用
　に供するためのものである軽自動車
　等

（条例第８９条）
・公益のため直接専用するものと認め
　る軽自動車等

（条例第９０条）
・身体に障害を有し歩行が困難な者又
　は精神に障害を有し歩行が困難な者
　が所有する軽自動車等（身体障害者
　で年齢１８歳未満のもの又は精神障
　害者と生計を一にする者が所有する
　軽自動車等を含む）で当該身体障害
　者、当該身体障害者若しくは精神障
　害者（以下「身体障害者等」という
　）のために当該身体障害者等と生計
　を一にする者又は当該身体障害者等
　（身体障害者等のみで構成される世
　帯の者に限る）のために当該身体障
　害者等（身体障害者等のみで構成さ
　れる世帯の者に限る）を常時介護す
　る者が運転するもののうち、町長が
　必要と認めるもの（１台に限る）
・その構造が専ら身体障害者等の利用
　に供するためのものである軽自動車
　等

　減免対象に差異

　課税免除規定に差異

２．非課税の範囲 　日本赤十字社が所有する軽自動車の
うち、直接その本来の事業の用に供す
るもので、救急用のもの

　原動機付自転車・小型特殊自動車・
軽自動車・２輪の小型自動車の所有者
又は使用者

軽自動車税分科会住民部会

協　議　項　目 軽自動車税

調整方針（案）

・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。
・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。
・その他、事務手順等については、電算システム統合作業との調整を図りながら、合併までに調整し統一施行する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

　原動機付自転車・小型特殊自動車・
軽自動車・２輪の小型自動車の所有者
又は使用者

１．納税義務者等

（１）減免対象

　２町に差異のある事項について調整
し、統一施行する
（第２０回合併協議会確認済）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（地方税の取扱い重複記載）

　課税免除については、三加茂町の例
により統一する
（第２０回合併協議会確認済）

　減免対象については、三好町の例に
より統一する
（第２０回合併協議会確認済）

-
 
1
1
8
 
-



２，５００円

１，２００円

現　　　　　　況

（２）減免申請期限

三　好　町 三　加　茂　町

・８９条減免
　　　納期限前７日まで

・９０条減免
　　　納期限前７日まで

三加茂町社会福祉協議会

１，０００円

１，６００円 １，６００円

１，０００円

１，２００円

各社会福祉法人

２，５００円

三好町社会福祉協議会

（３）公益減免法人

昼間足代土地改良区

　税率に差異はないので、現行のとお
り標準税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　合併までに調整する

（１）原動機付自転車

二輪のもので総排気
量0.05Ｌ超0.09Ｌ以
下又は定格出力0.6KW
超0.8KW以下

二輪のもので総排気
量0.09Ｌ超又は定格
出力0.8KW超

三輪以上のもので
（輪距0.5M以下）総
排気量0.02Ｌ超又は
定格出力0.25KW超

・７８条減免
　　　納期限前７日まで

・７８条の２減免
　　　納期限前７日まで

総排気量0.05Ｌ以下
又は定格出力0.6KW以
下

５．税率（年額）

課　　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぐ　差異なし

　差異あり

-
 
1
1
9
 
-



５／１～５／３１

　事務手順及び交付方法にについて、
合併までに調整し、統一施行する

　協議が必要

３，０００円

４，０００円

四輪以上　乗用
　　自家用

７，２００円 ７，２００円

四輪以上　乗用
　　営業用

５，５００円

５／１５～５／３１

２，４００円

３，０００円

４，０００円

４，０００円

１，６００円

５，５００円

４，０００円

２，４００円

４，７００円

１，６００円

３，１００円 ３，１００円

２，４００円

四輪以上　貨物用
　　営業用

四輪以上　貨物用
　　自家用

農耕作業用

４，７００円

専ら雪上を走行する
もの

２，４００円

その他のもの

　納期に差異

課　　　題 具体的調整方針
現　　　　　　況

三　好　町 三　加　茂　町

（２）軽自動車

６．納期

（４）二輪小型自動車

三輪のもの

二輪のもの
（側車付き含む）

７．標識

　　証明書交付

　　４・９・４２　欠番 　　４・９・４２　欠番

二輪の小型自動車

（３）小型特殊自動車

　　番号指定

７／１～７／３１

　　番号指定

　納期については、次のとおり統一す
る
（第２０回合併協議会確認済）

-
 
1
2
0
 
-



　三加茂町の例により、規定整備し統
一実施する

　差異あり

３件

課　　　題 具体的調整方針

　①概要

　②実績（Ｈ１４）

10．申告書入力

８．事務処理項目 ・軽自動車標識及び課税台帳の管理

・軽自動車取得及び廃車等による異動
　処理

三　加　茂　町

現　　　　　　況

三　好　町

・軽自動車税申告書作成
・軽自動車登録一覧表の作成
・軽自動車等異動入力
・賦課作業
・納付書又は口座振替用紙作成

　差異なし 　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　合併までに調整し、統一施行する・徳島県市町村総合事務組合から送ら
　れてくる申告書により軽自動車異動
　状況を総合住民システムに入力

・原付、小型特殊については、当町の
　申告書にて上記と同様のシステムに
　入力

　　　委託費　45,700円

　登録車であっても滅失やき損等によ
り、道路運行用に供することができな
い場合又は納税者の居所不明等の場
合、税の減額を行う

なし

（１）課税保留措置

12．その他

・軽自動車税等軽自動車協会（徳島県
　市町村総合事務組合）から送られて
　くる申告書により軽自動車異動状況
　を総合行政情報システムに入力

・原付、小型特殊については、当町の
　申告書にて上記と同様のシステムに
　入力

　電算システムの差により、若干の差
異あり

・軽自動車標識及び課税台帳の管理

・軽自動車取得及び廃車等による異動
　処理

・軽自動車税申告書作成
・軽自動車登録一覧表の作成
・軽自動車等異動入力
・賦課作業
・納付書又は口座振替用紙作成

９．実務内容

11．事務委託 　　徳島県町村会 　　徳島県町村会

　　　委託費　69,700円

-
 
1
2
1
 
-



　地方税法第５９５条により、
　　　　　　　　　10,000㎡未満

３．非課税の範囲等 　地方税法第５８６条、第５８７条及
び第５８７条の２による

　地方税法第５８６条、第５８７条及
び第５８７条の２による

　土地の取得価額
２．課税標準

　土地の取得価額

1.4/100 1.4/100

3.0/100

現　　　　　　況
具体的調整方針

　納税期限前７日まで 　納税期限前７日まで

課　　　題

１．納税義務者等 　土地又はその取得に対する当該土地
の所有者又は取得者

三　好　町 三　加　茂　町

　２町に差異がないので、現行のとお
り新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

固定資産税分科会住民部会

協　議　項　目 特別土地保有税

　土地又はその取得に対する当該土地
の所有者又は取得者

調整方針（案） 事務手順等については、現行のとおり新町に引き継ぐ

（１）減免 ・公益のため直接専用する土地

・町の全部又は一部にわたる災害によ
　り、著しく価値を減じた土地

・前２項に掲げる土地以外の土地で特
　別の事由があるもの

４．免税点

５．減免等

　地方税法第５９５条により、
　　　　　　　　　10,000㎡未満

（２）減免申請

６．税率

保有分

取得分 3.0/100

・公益のため直接専用する土地

・町の全部又は一部にわたる災害によ
　り、著しく価値を減じた土地

・前２項に掲げる土地以外の土地で特
　別の事由があるもの

　税率に差異はないので、現行のとお
り一定税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

-
 
1
2
2
 
-



当分の間課税停止

　地方税法第５９９条による納期

・法務局からの登記済通知書により対
　象者把握

８．事務手順

７．納期 　地方税法第５９９条による納期

９．現状

三　加　茂　町
具体的調整方針

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

・調定簿・収納簿に記載する。

当分の間課税停止

・申告書及び納付書を納期限の１ヶ月
　前に対象者へ送付

・調定簿・収納簿に記載する。

・申告納付

・申告書及び納付書を納期限の１ヶ月
　前に対象者へ送付

・申告納付

・対象者について文書等により直接確
　認

課　　　題
現　　　　　　況

三　好　町

・法務局からの登記済通知書により対
　象者把握

・対象者について文書等により直接確
　認

・申告書提出時に内容に不備がないか
　確認

・申告書提出時に内容に不備がないか
　確認

-
 
1
2
3
 
-



　前月分を毎月末まで

売渡し若しくは消費等に係る製造たば
この本数

２ｇ

１ｇ

　前月分を毎月末まで

　売渡し若しくは消費等に係る製造た
ばこの本数

２ｇ

１，４１２円 １，４１２円

２，９７７円

２．課税標準

２ｇ

２ｇ

１ｇ

２，９７７円

喫煙用葉巻

　地方税法第４６９条による 　地方税法第４６９条による

　税率に差異はないので、現行のとお
り一定税率にて新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

１ｇ １ｇ

２ｇ ２ｇ

・卸売販売業者等が毎月、前月のたば
　こ税を計算し、申告書提出
・提出された申告書により調定

・卸売販売業者等が毎月、前月のたば
　こ税を計算し、申告書提出
・提出された申告書により調定（エク
　セルを使用）

６．事務手順

５．納期

喫煙用刻み

かみ用

かぎ用

（２）１本当換算表

旧３級品以外

旧３級品

喫煙用パイプ

３．課税免除等

４．税率

（１）1,000本当税額

　製造たばこの製造者、特定販売業者
又は卸売販売業者

　製造たばこの製造者、特定販売業者
又は卸売販売業者

　２町に差異がないので、現行のとお
り新町に引き継ぐ
（第２０回合併協議会確認済）

具体的調整方針

住民部会

協　議　項　目 たばこ税

１．納税義務者等

調整方針（案） 事務手順等については、現行のとおり新町に引き継ぐ

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況
課　　　題

-
 
1
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-



４５０円/件

　税務課設置様式にて、地番・地目・
面積・単価を表示して証明

４５０円/件

４５０円/件

４５０円/件

４５０円/件

４５０円/件

４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件

納税証明書

所得証明書

課税証明書

固定資産評価証明書

固定資産課税証明書

軽自動車納税証明書

固定資産公租公課証明書

所得課税証明書

無料

　特に必要として請求された場合は、
地方税法第４３２条に基づく但し書き
を記載のうえ証明書交付

４５０円/件

４５０円/件

その他証明

　【摘要】 　特に必要として請求された場合は、
地方税法第４３２条に基づく但し書き
を記載のうえ証明書交付

６月１日

２．証明切り替え日

４５０円/件

４５０円/件 ４５０円/件

４５０円/件

４５０円/件

４月１日

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

無料

６月１日

同上（法務局提出用）

住宅家屋証明

資産証明

営業証明

３．近傍類似表示証明

４５０円/件 ４５０円/件

無料

４５０円/件

４月１日

　手数料については、現行のとおりと
し、発行証明種類及び様式について
は、合併までに調整し統一施行する

４５０円/件

無料

４５０円/件 　発行証明の種類（様式）に若干の差
異あり

具体的調整方針

各税分科会住民部会

協　議　項　目 税務証明及び手数料

・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とする。
・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。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

調整方針（案）

１．種類及び手数料

課　　　題

所得課税証明書

固定資産評価証明書

　税務課設置様式にて、地番・地目・
面積・単価を表示して証明

-
 
1
2
5
 
-



（２）委任申請 ・代理人が申請する場合は、委任状の
　提出を求める
・代理人が委任状に記載された者と同
　一人であることの確認
・使用目的によっては個別の通達等に
　より交付を認める場合もある
・ただし、必要に応じ関係書類を提出
　させ確認

　現行のとおり、新町に引き継ぐ（３）司法書士・宅建取引
　　　主任者の申請

　原則として申請者等の認印を求める
が、ない場合は拇印若しくは署名のみ
も認める場合がある

　法人の場合は法人印を求める

具体的調整方針

４．申請

（１）本人申請

三　好　町

　原則として申請者等の認印を求める
が、ない場合は拇印若しくは署名のみ
も認める場合がある

　法人の場合は法人印を求める

現　　　　　　況

　申請書の提出

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

・代理人が申請する場合は、委任状の
　提出を求める
・代理人が委任状に記載された者と同
　一人であることの確認
・使用目的によっては個別の通達等に
　より交付を認める場合もある
・ただし、必要に応じ関係書類を提出
　させ確認

三　加　茂　町
課　　　題

　申請書の提出

・交付していない。申告者のみにかぎ
　る
・新たに申告をさせた者には証明書を
　交付

・交付していない。申告者のみにかぎ
　る
・新たに申告をさせた者には証明書を
　交付

（４）無申告者による申請

-
 
1
2
6
 
-



　差異あり５．手数料の免除

　コピー料については、役場事務全て
に関わるので、他の協議のなかで調整
する
（第２０回合併協議会確認済）

　合併までに調整し、統一施行する

６．その他手数料

　２０円/枚 　１５円/枚コピー料（公図等） 　差異あり

　三好町手数料条例第５条に該当する
以下のもの
①法令の規定により無料で取扱いをし
　なければならないもの

②生活保護法の適用を受けている者が
　直接必要とするため申請したとき

③国又は他の地方公共団体、その他公
　共団体から公用又は公共用に使用す
　るため申請があったとき

④前各号に規定するもののほか、町長
　が特に免除する必要があると認めた
　もの

　三加茂町手数料徴収条例第６条に該
当する以下のもの
(1)　国又は他の地方公共団体、その他
　公共団体において、公用又は公共用
　に使用するため申請があったとき。

(2)生活保護法(昭和25年法律第144号)
　により保護を受けている者が直接必
　要とするため申請したとき。

(3)その他町長が、特別な事情があると
　認めたとき。

　で公費の援助又は扶助を受けるため
に必要なもの

現　　　　　　況
課　　　題 具体的調整方針

三　好　町 三　加　茂　町

-
 
1
2
7
 
-



調整方針（案）
・公図、地籍図等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
・現在管理している図面の管理及び取扱い方法については、合併までに調整する。

三　好　町 三　加　茂　町

現　　　　　　況

１．公図

（１）概要

固定資産税分科会住民部会

協　議　項　目 公図・地籍図等

課　　　題 具体的調整方針

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　差異はあるが、現行のとおり、新町
に引き継ぐ

・三加茂町の公図は、ほとんどが法務
局のそれと同じであるが、一部異なっ
ているところがある。法務局と異なる
ことがある場合は、おおむね法務局の
ものに合わせている。ただし当町のも
のが間違いであるとは限らない

・三好町の公図は、ほとんどが法務局
のそれと同じであるが、一部異なって
いるところもある。法務局と異なるこ
とがある場合は、おおむね法務局のも
のに合わせているが、当町のものが必
ずしも間違いであるとは限らない

（２）管理状況 　差異あり・固定資産課税台帳の付属資料として
備え付けている公図は次のとおり

　①旧公図
　　　　（全域）

　②地籍調査完了図面
　　　　（地積図）

　③ほ場整備が完了した地区
　　　　（換地図）

　④その他地区
　　　　（三好町備え付けの公図）

・税務課にて管理

・固定資産課税台帳の付属資料として
備え付けている公図は、次のとおり

　①旧公図
　　　　（全域）

　②地籍調査完了図面
　　　　（地積図）

・税務課にて管理

-
 
1
2
8
 
-



現　　　　　　況

三　好　町

（３）電算システム 　地籍情報管理活用システム
　　　　　　　（松本測量設計）

・委託費　1,731,555円
・県補助金あり

　すでに各町地籍調査に着手している
ため、差異はあるが、現行のとおり新
町に引き継ぐ

　差異あり　固定資産税台帳管理システム
　　　　　　　　（アジア航測）

２８４枚

（２）図面数 ・地籍図

・地籍調査事業については、平成３年
　度より産業経済課において実施中
・現在平坦部をほぼ調査完了している

・国土調査法第２０条第１項及び土地
　改良法登記令第６条第２項２号によ
　る図面は不動産登記法第１７条に該
　当するものとしている

・平成１５年１月１日現在
　　　　　　　国土調査図面
　　　　　　　　　　２４０枚

・家屋図

１２冊

・画地の状況類似地区区分図あり

・地籍調査事業については、国土調査
　室で実施中

・地籍調査の成果については、土地台
帳を池田法務局からの登記済通知書に
基づいて修正し、税務課において保管
している。公図の修正があれば併せて
行う

・平地地番図

・家屋状況図　現況図

．宅地画地地番図

（１）概要

２．地籍図

３３枚

課　　　題

３３枚

３３枚

　差異はあるが、現行のとおり、新町
に引き継ぐ

具体的調整方針
三　加　茂　町

　差異あり 　差異はあるが、現行のとおり、新町
に引き継ぐ

-
 
1
2
9
 
-



　（１）概要

・筆属性異動修正（地目）
　　　　　　　　100円/筆

・筆属性異動修正（所有者）
　　　　　　　　700円/筆

・筆図形異動修正
　　　　　　　　700円/筆

・複図異動修正
　　　　　　　　500円/筆

・旧公図異動修正（未国調地区）
　　　　　　　　120円/筆

（単価）

　（５）委託料 町単独費 町単独費

　Ｈ１４　　543,301円　Ｈ１４　　301,350円

（株）日　東　（４）委託業者 松本測量（株）

　随時、１年分の「登記済通知書」を
修正。
　納品時期は３月下旬

　（３）実施時期 　毎年１０月上旬に、１年分の「登記
済通知書」を修正。
　納品時期は１１月下旬

　池田法務局から送付された「登記済
通知書」に基づき、受託業者にマイ
ラーベースを修正させている

　法務局から送付された「登記済通知
書」に基づき受託業者にマイラーを修
正させている

　（２）事務手順

　固定資産課税台帳の付属資料として
備え付けている公図については、毎年
業者委託により、土地の分合筆等によ
る異動に伴う修正を実施している

　固定資産課税台帳の付属資料として
備え付けている公図（換地図以外）に
ついては、毎年業者委託により、土地
の分合筆等による異動に伴う修正を実
施している

　図面修正については、地籍調査結果
を長く有効利用するため、その方法等
について合併までに協議調整し、順次
修正に努めるものとする

　差異あり

現　　　　　　況
課　　　題

三　加　茂　町三　好　町

３．図面修正

具体的調整方針

-
 
1
3
0
 
-



 日程８             協議第１１８号 
 
 

各種福祉事業事務関係について（再協議案） 
 
 
各種事務事業の取扱いのうち、各種福祉事業事務関係について提出する。 

 
 

平成１７年 ２月１０日 提出 
 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

各種福祉事業事務関係について 

 
（１）高齢者福祉関係については、次のとおり調整する。 
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うえ実施する。 
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。 
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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うえ実施するものとし、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うえ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。 
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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。 
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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。

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。 
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。 
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２４－１１．各種福祉事業事務関係

１．老人クラブ １．老人クラブ ・公共的団体である。 ・
 (1)名称  (1)名称
○三好町老人クラブ連合会 ○三加茂町老人クラブ連合会

 (2)会員  (2)会員 ・年齢に差異。
○650人(60歳以上) ○565人(60歳以上)

・
 (3)クラブ数  (3)クラブ数

高齢者福祉分科会

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

健康福祉部会

協　議　項　目

調整方針（案）

　高齢者福祉関係

（１）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。
（２）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。
（３）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。
（４）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。
（５）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。
（６）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うえ実施する。
（７）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。
（８）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。
（９）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。
（10）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。
（11）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。

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

○第一老人クラブ
○第二老人クラブ
○第三老人クラブ
○第四老人クラブ
○加茂東老人クラブ
○加茂西老人クラブ　　合計６クラブ

（12）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。
（13）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。
（14）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うえ実施するものとし、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。
（15）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。
（16）緊急通報体制等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｡
（17）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。
（18）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うえ実施できるよう調整する。
（19）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。
（20）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。
（21）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。

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。

三 加 茂 町

○昼間長生会
○足代長寿会
○東山長生会
○増川天寿会　　合計４クラブ
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 (4)組織構成  (4)組織構成

 (5)役員  (5)役員

 (6)事業  (6)事業

 (7)町補助金  (7)町補助金 ・差異がある。

２．敬老会 ２．敬老会
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)実施日  (2)実施日
・差異がある。

○会　長　　　　１人
○副会長　　　　３人
○女性部長　　　１人
○女性部副部長　１人
○監　事　　　　２人
※町社会福祉協議会が事務局

○会　長　　　　　１人
○副会長　　　　　５人
○女性部会長　　　１人
○監　事　　　　　２人
○顧　問(前会長)　１人
※町社会福祉協議会が事務局

○連合会補助　 　475,000円
 ･活動補助　　　 225,000円
 ･老人福祉講座 　250,000円
 ･経費負担　県290,000円、町185,000円
○単位ｸﾗﾌﾞ補助　500,000円
 ･算出方法
　　均等割　　　 55,000円
　　会員数割　　　　495円
 ･経費負担　県104,000円、町396,000円

三 加 茂 町

○社会奉仕活動事業
○老人教養講座開催事業
○健康増進事業
○研修会等の文化・スポーツ活動
○県・郡への活動の参加

○各クラブ会長　　　　　４人
○各クラブ副会長　　　１０人
○各クラブ女性部長　　　４人
　　　　　　　　　合計２８人

○ 5月 9日(木) 10:00～　絵堂公民館
○ 5月30日(木) 10:00～　西庄公民館
○毎年敬老の日 10:00～　三加茂町公民館
○10月 3日(木) 10:00～　大藤公民館

○毎年敬老の日 11:00～
　　町内各地区公民館又は小学校体育館

新町においては、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。

○連合会補助　1,413,000円
　(特別事業：内180,000円
　　　　　　 交通安全オリエンテーリングとして)
 ･経費負担　補助金 729,000円(内、県2/3、町1/3)
　　　　　　町　費 600,000円
○単位ｸﾗﾌﾞ補助　 970,000円
 ･連合会補助より支出

○スポーツ活動
○研修会等の文化活動
○地域の清掃等の奉仕作業
○県、郡への活動の参加

○長い人生を社会や家庭のために働かれた高齢者の
　ご苦労に感謝して長寿をお祝いするために開催。

○長い人生を社会や家庭のために働かれた高齢者の
　ご苦労に感謝して長寿をお祝いするために開催。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 課　　題 具体的調整方針

○各クラブ会長　　　　　６人
○各クラブ女性部長　　　６人
　　　　　　　　　合計１２人
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 (3)内容  (3)内容
・差異がある。

 (4)対象者  (4)対象者 ・差異がある。

 (5)記念品等  (5)記念品等
・差異がある。

 (6)備考  (6)備考
・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○式典
○アトラクション
 ･小学校､幼稚園､老人クラブ､婦人会､企画会社等
○表彰
 ･数え80､90､100歳に記念品贈呈
 ･金婚、ダイヤモンド婚表彰並びに記念品贈呈

○敬老の日実施分については、町内在住数え80歳以
　上の方
 ･基準は大正14年4月1日以前に生まれた方
○絵堂、西庄、大藤地区については各地区の70歳以
　上の方
 ･基準は昭和10年4月1日以前に生まれた方
○12月31日までに金婚及びﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ婚を迎える夫婦
 ･基準は町に住所を有し引き続き１年以上居住の方
○平成14年度　793人

課　　題

○数え100歳→布団30,000円
○数え 90歳→毛布10,000円
○数え 80歳→座布団3,000円
　　　　　　　及び福祉委員より眼鏡スタンド
○金婚→祝状､祝金20,000円
○ダイヤモンド婚→祝状､祝金30,000円
 ※H15年度実績 1,513,000円

具体的調整方針三　好　町

○出席者全員→記念品
○欠席者全員→3,000円
○金婚→記念品
○ダイヤモンド婚→記念品
 ※H15年度実績 4,391,315円

○町内在住75歳以上の方
 ･基準は昭和5年4月1日以前に生まれた方
○12月31日までに金婚及びﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ婚を迎える夫婦
 ･基準は町に住所を有する方
○平成15年度　897人

○式典
○アトラクション
 ･小学校、幼稚園、婦人会等
○表彰
 ･90歳以上の長寿者表彰並びに記念品贈呈
 ･金婚、ダイヤモンド婚表彰並びに記念品贈呈

○金婚→結婚50年
○ダイヤモンド婚→結婚60年
○町主催で行い、当日の式典及び祝宴については地
　区婦人会にお願いしている。

○金婚→結婚50年
○ダイヤモンド婚→結婚60年
○敬老の日分については、町主催で行い、当日の式
　典及び祝宴については町職員及び地区婦人会にお
　願いしている。
○絵堂、西庄、大藤地区については、各地区の婦人
　会の方に実施いただいている。
○平坦部はバスにて送迎。
○地区によっては、地区婦人会が送迎。
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３．敬老年金 ３．敬老年金
 (1)概要  (1)概要 ・差異がある。 ・
○敬老会の際に現金を支給。

 (2)支給額  (2)支給額
・差異がある。

 (3)対象者  (3)対象者
・差異がある。

 (4)事務手続  (4)事務手続
・差異がある。

 (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費

４．長寿祝い ４．長寿祝い
 (1)概要  (1)概要

・

 (2)褒章内容  (2)褒章内容
・差異がある。

 (3)対象者  (3)対象者
・差異がある。

 (4)経費負担  (4)経費負担
○全額町費 ○全額町費

○町内の80歳以上の高齢者に敬老年金証書を交付し
　支給時期に現金支給。

○受給申出書に対し敬老年金証書を交付し、支給時
　期に現金支給。

○満100歳以上
 ･100歳年金　100,000円
 ･記念品(30,000円相当)
 ･祝い状、額縁
 ･満100歳の誕生日及び101歳以降の誕生日に町長が
　対象者宅を訪問し手渡す。

○町に引き続き1年以上居住し、毎年４月１日現在で
　満80歳以上の者

○町に引き続き1年以上居住し、当該年度内において
　80歳以上の者
○敬老会までに亡くなられた上記の者の相続人。

○満100歳
 ･記念品(時計15,000円相当)
 ･祝い状、額縁
 ･満100歳の誕生日に町長が対象者宅を訪問し100歳
　年金とともに手渡す。

○百歳を迎えた高齢者に対して長寿を祝福するとと
　もに、その家庭の平和と福祉の向上に寄与する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

合併までに調整し、新町において
も実施する。

○100歳以上　　　100,000円
○80～99歳 　　　　5,000円
 ※H15年度実績 3,335,000円

○100歳以上の方は誕生日、その他は9月に現金を支
　給｡

○80歳以上全員　　 5,000円
 ※H15年度実績 3,500,000円

具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題三　好　町

合併までに調整し、新町において
も実施する。

○多年にわたり地域社会の発展に尽くしてきた百歳
　以上の高齢者を敬愛し、その功をねぎらい、百歳
　年金を支給し長寿を祝福する。

○町に引き続き1年以上居住し、100歳の者○町に引き続き20年以上居住し、100歳以上の者
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５．老人保護措置事業 ５．老人保護措置事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)事務手順  (2)事務手順

 (3)利用者負担  (3)利用者負担

 (4)経費負担  (4)経費負担

６．日常生活用具給付事業 ６．日常生活用具給付事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

三　好　町

○施設へ入所した場合
 ･本人負担
　前年度の所得から、必要経費(医療保険料、医療費
　等)を控除した額に基づき、費用徴収基準額表の階
　層により自己負担額を決定。
 ･扶養義務者
　前年度の所得税額に基づき、扶養義務者負担額を
　決定。

○施設へ入所した場合
 ･本人負担
　前年度の所得から、必要経費(医療保険料、医療費
　等)を控除した額に基づき、費用徴収基準額表の階
　層により自己負担額を決定。
 ･扶養義務者
　前年度の所得税額に基づき、扶養義務者負担額を
　決定。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題

○身体又は精神上の障害のため日常生活に支障があ
　り、かつ経済的に困窮している65歳以上の方が施
　設入所して生活。

○身体又は精神上の障害のため日常生活に支障があ
　り、かつ経済的に困窮している65歳以上の方が施
　設入所して生活。

三 加 茂 町

①本人、家族、その他から申請
②面接、その他による実態把握及び調査
③入所調整会議(高齢者サービス調整会議の開催)
④入所判定会議の開催(郡町村会に委託)
⑤入所調整会議の開催(郡各町村担当者)
⑥施設に対し入所依頼(満床の場合は待機者となる)
⑦入所
⑧入所後、入院・状態の変化等があった場合、措置
　変更等
⑨入所者が死亡又は退所した場合、措置廃止

①本人、家族、その他から申請
②面接、その他による実態把握及び調査
③入所調整会議(高齢者サービス調整会議の開催)
④入所判定会議の開催(郡町村会に委託)
⑤入所調整会議の開催(郡各町村担当者)
⑥施設に対し入所依頼(満床の場合は待機者となる)
⑦入所
⑧入所後、入院・状態の変化等があった場合、措置
　変更等
⑨入所者が死亡又は退所した場合、措置廃止

○措置に係る経費
 ･全額町費

○措置に係る経費
 ･全額町費

○一人暮らし等の高齢者に対して日常生活用具を給
　付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図
　り、その福祉の増進に資する。

○要援護及び一人暮らしの高齢者に対し日常生活用
　具を給付又は貸与することにより、日常生活の便
　宜を図りその福祉の増進に資する。
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 (2)給付品目  (2)給付品目
○電磁調理器 ○電磁調理器
 ･対象者  ･対象者

○火災警報器・自動消火器 ○火災警報器・自動消火器
 ･対象者  ･対象者

 (3)貸与品目  (3)貸与品目
○高齢者用電話 ○高齢者用電話
 ･対象者  ･対象者

 (4)利用者負担  (4)利用者負担

 (5)経費負担  (5)経費負担
○県2/3、町1/3 ○県2/3、町1/3

７．福祉電話貸与 ７．福祉電話貸与
 (1)概要  (1)概要

・

・規定整備を行う。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)実施主体  (3)実施主体
 ･町で実施  ･町社会福祉協議会で実施 ・差異がある。

 (4)利用者負担  (4)利用者負担

 (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町社会福祉協議会費

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり及び一人暮
らしの高齢者等。

おおむね65歳以上の低所得の寝たきり及び一人暮
らしの高齢者等。

おおむね65歳以上の低所得の一人暮らしの高齢者
又は母子家庭等。

三 加 茂 町 具体的調整方針課　　題

○一人暮らし等の高齢者に対して電話を貸与するこ
　とにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増
　進に資する。

○おおむね65歳以上の低所得の一人暮らし高齢者等｡

○基本料金と工事費は町社協が負担し、通話料を個
　人負担。

○基本料金と工事費は町が負担し、通話料を個人負
　担。

○一人暮らし等の高齢者に対して電話を貸与するこ
　とにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増
　進に資する。

おおむね65歳以上の低所得の一人暮らしの高齢者
又は母子家庭等。

おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い
防火等の配慮が必要な一人暮らしの高齢者等。

○前年度の所得税の利用者世帯階層区分(６段階)に
　応じて費用徴収

○前年度の所得税の利用者世帯階層区分(６段階)に
　応じて費用徴収

○おおむね65歳以上の低所得の一人暮らし高齢者等｡

おおむね65歳以上であって心身機能の低下に伴い
防火等の配慮が必要な一人暮らしの高齢者等。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

三好町の例により統一して新町に
引き継ぎ、町で実施する。

-
 
1
4
0
 
-



８．高齢者生きがい促進事業 ８．高齢者生きがい促進事業
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。

・

 (2)対象者  (2)対象者
○概ね60歳以上の高齢者

 (3)利用者負担  (3)利用者負担
○なし ○なし

 (4)委託先  (4)委託先
○町社会福祉協議会 ○町社会福祉協議会

 (5)委託料  (5)委託料
○年額　200,000円 ○年額　200,000円

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県1/2、町1/2 ○県1/2、町1/2

９．高齢者実態把握事業 ９．高齢者実態把握事業
 (1)概要  (1)概要

・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)利用者負担  (3)利用者負担
○なし なし

 (4)委託先  (4)委託先
○町在宅介護支援センター ○健祥会在宅介護支援センター三加茂 ・差異がある。

 (5)委託料  (5)委託料
○１件　2,700円 ○１件　2,700円

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県3/4、町1/4 ○国県3/4、町1/4

新町においては、概ね60歳以上の
高齢者を対象に町社会福祉協議会
に委託のうえ実施する。

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。

○要援護高齢者と要援護状態になる恐れのある者及
　びそれらの家族。

三 加 茂 町

○要援護高齢者と要援護状態になる恐れのある者及
　びそれらの家族。

○地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族
　等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニー
　ズ等の評価を行う。

○地元警察署及び交通安全協会等と連携を図り、参
　加体験型の講習会等を通じて高齢者の交通安全意
　識の啓発及び実践活動等を行う。

○地域の要援護高齢者等の心身の状況及びその家族
　等の状況等の実態を把握するとともに、介護ニー
　ズ等の評価を行う。

○概ね60歳以上の高齢者

○地元警察署及び交通安全協会等と連携を図り、参
　加体験型の講習会等を通じて高齢者の交通安全意
　識の啓発及び実践活動等を行う。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題三　好　町 具体的調整方針

-
 
1
4
1
 
-



10．介護予防プラン作成事業 10．介護予防プラン作成事業
 (1)概要  (1)概要

・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)利用者負担  (3)利用者負担
○なし ○なし

 (4)委託先  (4)委託先
○町在宅介護支援センター ○健祥会在宅介護支援センター三加茂 ・差異がある。

 (5)委託料  (5)委託料
○１件　2,000円 ○１件　2,000円

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県3/4、町1/4 ○国県3/4、町1/4

11．地域ケア会議 11．地域ケア会議
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)利用者負担  (3)利用者負担
○なし なし

 (4)経費負担  (4)経費負担
○なし なし

○サービス提供が必要な高齢者。

○要介護状態になる恐れのある高齢者。

○効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整
　や地域ケアの総合調整を行う。「高齢者サービス
　調整チーム会議」と平行実施。

○サービス提供が必要な高齢者。

○要介護状態になる恐れのある者に対して要介護状
　態になることを防ぐため、適切な介護予防サービ
　ス等の利用支援。

課　　題 具体的調整方針三 加 茂 町

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。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○要介護状態になる恐れのある者に対して要介護状
　態になることを防ぐため、適切な介護予防サービ
　ス等の利用支援。

○要介護状態になる恐れのある高齢者。

○効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整
　や地域ケアの総合調整を行う。「高齢者サービス
　調整チーム会議」と平行実施。

-
 
1
4
2
 
-



12．在宅介護支援センター 12．在宅介護支援センター
 (1)概要  (1)概要

・

 (2)箇所数  (2)箇所数

 (3)実施事業  (3)実施事業

 (4)委託先  (4)委託先
○社会福祉法人徳島愛光会 ○社会福祉法人健祥会 ・差異がある。

 (5)委託料  (5)委託料
・差異がある。

 (6)経費負担  (6)経費負担
・差異がある。

13．外出支援サービス事業 13．外出支援サービス事業
 (1)概要  (1)概要

・差異がある。 ・

 (2)対象者  (2)対象者
・２町同一。

 (3)利用者負担  (3)利用者負担
○１回(往復)　100円 ○１回(往復)　100円 ・２町同一。

○在宅介護相談協力員の配置
○在宅介護訪問指導

○町内に居住する在宅の要援護高齢者若しくは要援
　護となる恐れのある高齢者又はその家族に対し、
　在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、それら
　のニーズに対応した各種の保健･福祉サービス(介
　護保険含む)が総合的に受けられるように関係行政
　機関・サービス実施機関及び居宅介護支援事業所
　等との連絡調整等の便宜を供与する。

○地域型在宅介護支援センター　１ヶ所
 ･名称　町在宅介護支援センター

三 加 茂 町

○年額　2,960,000円(内基準額 2,760,000円)○年額　5,105,000円(内基準額 2,760,000円)

○概ね60歳以上の高齢者であって、生きがい活動支
　援通所事業を利用する者。

○基準額　　県3/4、町1/4
○基準額外　全額町費

○基準額　　県3/4、町1/4
○基準額外　全額町費

○概ね60歳以上の高齢者であって、生きがい活動支
　援通所事業を利用する者。

○移送用車輌により利用者宅等から介護予防・生き
　がい活動支援事業を提供する場所との間を送迎。

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○町内に居住する在宅の要援護高齢者若しくは要援
　護となる恐れのある高齢者又はその家族に対し、
　在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、それら
　のニーズに対応した各種の保健･福祉サービス(介
　護保険含む)が総合的に受けられるように関係行政
　機関・サービス実施機関及び居宅介護支援事業所
　等との連絡調整等の便宜を供与する。

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。

三　好　町

○地域型在宅介護支援センター　１ヶ所
 ･名称　健祥会在宅介護支援センター三加茂

○在宅介護相談協力員の配置
○在宅介護訪問指導

関係機関と協議のうえ、合併まで
に調整する。

○移送用車両(リフト付車両等)を用いて、利用者を
　生きがい活動支援通所事業を実施する施設又は町
　内医療機関等へ送迎。

-
 
1
4
3
 
-



 (4)利用回数  (4)利用回数
○月２回程度。

 (5)委託先  (5)委託先
○町社会福祉協議会 ・差異がある。

 (6)委託料  (6)委託料
○１人１回　1,240円 ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

14．高齢者移送サービス事業 14．高齢者移送サービス事業
 (1)概要 未実施

・三好町のみ実施。 ・

 (2)対象者

 (3)利用者負担
○１回(片道)　100円

 (4)運行回数
○４地区を各週１回往復

 (5)乗車場
○予約による希望場所

 (6)委託先
○町社会福祉協議会

○町社会福祉協議会
○健祥会

○概ね65歳以上の虚弱高齢者等で経済的に困窮して
　いる世帯等の者
○身体障害者手帳所持者
○療育手帳所持者
○その他町社会福祉協議会会長が特に必要と認めた
　者

次のいずれかに該当する大字東山及び足代山分の者
で利用登録を行った者

○月２回程度。
○医療機関への送迎は、診察を目的とする通院の場
　合に限る。

具体的調整方針

○交通が不便な地域の虚弱高齢者や障害者等に移送
サービスを提供し、自立した生活を支援する。

○町社会福祉協議会、健祥会　１人１回　980円

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。

課　　題三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

-
 
1
4
4
 
-



 (7)委託料
○年額　3,000,000円

 (8)経費負担
○全額町費

15．軽度生活援助事業 15．軽度生活援助事業
 (1)概要 未実施 ・三好町のみ実施。 ・新町においては実施しない。

 (2)対象者

 (3)利用者負担

 (4)委託先
○町社会福祉協議会

 (5)委託料
○１時間　800円

 (6)経費負担
○全額町費

三 加 茂 町

①食事・食材の確保(買物)
②家周り(庭木・生垣)の手入れ、草刈り
③軽微な家屋、電気器具の修繕
④薬の配達
⑤雪下ろし、除雪
⑥その他日常生活上必要な援助

○生活保護法被保護世帯　無料
○上記以外の世帯　　　　１時間あたり　80円

三　好　町

○次のうち必要と認められるものを地域ボランティ
　アの組織団体等が支援。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯
　及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、
　日常生活上の援助が必要な者。

課　　題 具体的調整方針

-
 
1
4
5
 
-



16．住宅改造費促進事業 16．住宅改造費促進事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)改修対象  (3)改修対象

 (4)助成額  (4)助成額

 (5)助成制限  (5)助成制限
○申請は原則1回限り ○申請は原則1回限り

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県1/3、町1/3、本人1/3 ○県1/3、町1/3、本人1/3

17．住宅改修支援事業 17．住宅改修支援事業
 (1)概要  (1)概要

・

・
 (2)利用者負担  (2)利用者負担
○１回あたり　400円 ○１時間あたり　400円 ・差異がある。

委託先については、現行のとおり
とする。

○住宅改修に関する相談･助言を行うとともに､介護
　保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う｡

○住宅改修に関する相談･助言を行うとともに､介護
　保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行う｡

○要介護状態でない高齢者や在宅の要介護高齢者及
　び在宅の重度心身障害者(児)に対してその者の居
　住する住宅の改造に要する費用の一部を助成。

三加茂町の例により統一し、新町
に引き継ぐ。

○町内に住所を有し、前年度所得税を課せられてい
　ない世帯に属する者で、次のいずれかに該当する
　者。
①介護保険の居宅介護住宅改修及び居宅支援住宅改
　修の支給対象者。
②ねたきり度判定基準ランクＪの単身高齢者。

○廊下､階段､浴室､洗面所､居室､玄関､台所､便所。
○その他在宅での日常生活の向上に資する設備。

○対象経費の2/3
○生活保護世帯は対象経費内
○対象経費は最高限度額　900,000円

○廊下､階段､浴室､洗面所､居室､玄関､台所､便所。
○その他在宅での日常生活の向上に資する設備。

○次の全てに該当する者。
①65歳以上の高齢者のいる世帯の者。
②当該高齢者が身体の虚弱化により日常生活で何ら
　かの要介助状態であること。
③当該世帯の世帯全員が所得税非課税であること。

○次の全てに該当する者。
①65歳以上の高齢者のいる世帯の者。
②当該高齢者が身体の虚弱化により日常生活で何ら
　かの要介助状態であること。
③当該世帯の世帯全員が所得税非課税であること。

○町内に住所を有し、前年度所得税を課せられてい
　ない世帯に属する者で、次のいずれかに該当する
　者。
①介護保険の居宅介護住宅改修及び居宅支援住宅改
　修の支給対象者。
②ねたきり度判定基準ランクＪの単身高齢者。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三　好　町 三 加 茂 町 課　　題

○対象経費の2/3
○生活保護世帯は対象経費内
○対象経費は最高限度額　900,000円

○要介護状態でない高齢者や在宅の要介護高齢者及
　び在宅の重度心身障害者(児)に対してその者の居
　住する住宅の改造に要する費用の一部を助成。

-
 
1
4
6
 
-



 (3)対象者  (3)対象者

 (4)委託先  (4)委託先
・差異がある。

 (5)委託料  (5)委託料
○１回当たり　4,000円 ○１時間当たり　4,000円

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)助成額  (3)助成額
○１件当たり　2,000円 ○１件当たり　2,000円

 (4)経費負担  (4)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

19．食の自立支援事業 19．食の自立支援事業
未実施  (1)概要

・三加茂町のみ実施。 ・

 (2)対象者

具体的調整方針

○介護支援専門員等による居宅介護住宅改修費又は
　居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書作成
　に対する助成。

○居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は
　要支援者

課　　題

三加茂町の例により統一し、新町
に引き継ぐ。

○高齢者向け居室等の改良を希望する者。 ○高齢者向け居室等の改良を希望する者。

○町社会福祉協議会
○健祥会

三 加 茂 町

○栄養のバランスのとれた食事を定期的に居宅を訪
　問して提供し、当該利用者の安否確認を行うとと
　もに、健康状態に異常があったとき等は、関係機
　関に連絡。

○町社会福祉協議会
○在宅介護支援センター

○概ね65才以上単身又は高齢者のみの世帯等で、老
　衰･心身の障害及び傷病等の理由で調理困難な者｡

○居宅介護支援の提供を受けていない要介護者又は
　要支援者

○介護支援専門員等による居宅介護住宅改修費又は
　居宅支援住宅改修費の支給申請に係る理由書作成
　に対する助成。

18．住宅改修支援事業(理由書助成分)

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

18．住宅改修支援事業(理由書助成分)

-
 
1
4
7
 
-



 (3)配食回数

 (4)利用者負担
○１食　500円

 (5)委託先

 (6)委託料
○１食　1,150円

 (7)経費負担
○県3/4、町1/4

20．配食サービス 20．配食サービス
 (1)概要 未実施

・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者

 (3)配食回数
○１ヶ月に１回。

 (4)利用者負担
○なし

 (5)委託先
○町内ボランティア団体

 (6)委託料
○材料費を支出

 (7)経費負担
○全額町費

○ボランティアの手作り弁当を配達することにより
　安否の確認及び孤独感の解消を図り、在宅福祉の
　増進に資する。

○70歳以上のひとり暮らし高齢者。
○夫婦ともに80歳以上の高齢者のみ世帯。

具体的調整方針

○健祥会

○個人の状態により異なる(1日3食いつでも可)。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 課　　題三　好　町

-
 
1
4
8
 
-



21．生きがい活動支援通所事業 21．生きがい活動支援通所事業
 (1)概要  (1)概要

・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)サービス内容  (3)サービス内容

 (4)利用者負担  (4)利用者負担
○１日あたり　1,200円 ・差異がある。

 (5)利用基準  (5)利用基準
○４０日に１回程度 ○１ヶ月に２～３回程度 ・差異がある。

 (6)実施施設  (6)実施施設
○町デイサービスセンターさざんか荘 ・差異がある。

 (7)事務手順  (7)事務手順
・差異がある。

 (8)委託先  (8)委託先
○町社会福祉協議会 ・差異がある。

 (9)委託料  (9)委託料
○１回につき　5,600円 ・差異がある。

 (10)経費負担  (10)経費負担
○全額町費 ○全額町費

現在のサービスを低下させないよ
う合併までに関係機関と協議し、
新町に引き継ぐ。

○給食サービス
○入浴サービス
○日常動作訓練
○趣味創作活動　等

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針

○デイサービス事業を実施することにより、当該高
　齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び
　要介護状態になることの予防を図る。

○在宅介護支援センター職員等による居宅訪問調査
　結果に基づき要否を決定。

○基本料　　　　300円
○給食サービス　500円
○入浴サービス　300円

○介護保険対象外で家に閉じこもりがちな高齢者、
　要介護状態になるおそれのある在宅の高齢者。

○１回当たり3,000円(基本料分のみ)

○在宅介護支援センター職員等による居宅訪問調査
　結果に基づきサービス調整会議にかけ、町長が要
　否決定。

○町社会福祉協議会
○健祥会

○介護保険対象外で家に閉じこもりがちな高齢者、
　要介護状態になるおそれのある在宅の高齢者。

○社会福祉協議会
○健祥会

○給食サービス
○入浴サービス
○日常動作訓練
○趣味創作活動　等

○デイサービス事業を実施することにより、当該高
　齢者の自立生活の助長、社会的孤立感の解消及び
　要介護状態になることの予防を図る。

三 加 茂 町

-
 
1
4
9
 
-



 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)サービス内容  (3)サービス内容

 (4)利用者負担  (4)利用者負担
○１時間　400円 ○１時間　400円 ・２町同一。

 (5)委託先  (5)委託先
○町社会福祉協議会 ・差異がある。

 (6)委託料  (6)委託料
○１時間当たり  4,000円 ・２町同一。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○県3/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・

・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)サービス内容  (3)サービス内容

○高齢者に対し、老人福祉施設等の空きベット等を
　利活用して、短期間の宿泊による日常生活に対す
　る指導及び支援を行うことにより、要介護状態へ
　の進行を予防する。

23．生活管理指導事業(短期宿泊)

○基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成
　立しないなど､いわゆる社会適応が困難な高齢者｡

22．生活管理指導事業(指導員派遣)

23．生活管理指導事業(短期宿泊)

22．生活管理指導事業(指導員派遣)

○１時間当たり  4,000円

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○町社会福祉協議会
○健祥会

三　好　町

○社会適応が困難な者の生活管理指導を行う。

○日常生活に関する支援・指導
○家事に対する支援・指導
○対人関係構築のための支援・指導
○関係機関等との連絡調整

○社会適応が困難な介護保険の対象とならない高齢
　者。

○社会適応が困難な介護保険の対象とならない高齢
　者。

○老人ホーム等の空きベットを活用した宿泊による
　生活習慣等の指導と体調調整

課　　題

○日常生活に関する支援・指導
○家事に対する支援・指導
○対人関係構築のための支援・指導
○関係機関等との連絡調整

○県3/4、町1/4

○老人ホーム等の空きベットを活用した宿泊による
　生活習慣等の指導と体調調整

○高齢者に対し、老人福祉施設等の空きベット等を
　利活用して、短期間の宿泊による日常生活に対す
　る指導及び支援を行うことにより、要介護状態へ
　の進行を予防する。

委託先については、現行のとおり
とする。

具体的調整方針

○基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成
　立しないなど､いわゆる社会適応が困難な高齢者｡

○社会適応が困難な高齢者に対して生活管理指導員
　を派遣し、指導・助言を行う。

三加茂町の例により統一し、新町
に引き継ぐ。

-
 
1
5
0
 
-



 (4)利用者負担  (4)利用者負担
○１日当たり　400円(食事代は別) ・差異がある。

 (5)利用基準  (5)利用基準
○原則７日以内 ○原則７日以内

 (6)実施施設  (6)実施施設
・差異がある。

 (7)事務手順  (7)事務手順
・差異がある。

 (8)委託先  (8)委託先
○健祥会 ・差異がある。

 (9)委託料  (9)委託料
○１日当たり  4,000円 ○１日当たり  4,000円 ・２町同一。

 (10)経費負担  (10)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

24．家族介護者教室 24．家族介護者教室
 (1)概要  (1)概要

・差異がある。 ・

 (2)対象者  (2)対象者
○高齢者を介護中の家族等 ○高齢者を介護中の家族等

 (3)実施事業  (3)実施事業
○家族介護者教室　年４回 ・差異がある。

 (4)事務手順  (4)事務手順
・差異がある。

○介護家族健康教育　年２回
○介護家族健康相談　年２回

○保健師から対象者に通知するとともに、町広報等
　で住民に周知。

○１日当たり　1,180円(食事代780円含む)
　　　　　　　　　　※生活保護世帯は食事代のみ

三　好　町

○町担当者が、本人・家族等から日常生活の状況等
　について聞き取り調査を行い、地域ケア会議の意
　見に基づき要否・利用日数を判断。

○在宅介護支援センター職員等による居宅訪問調査
　結果に基づき要否を決定。

○社会福祉法人徳島愛光会みよし苑

○相談・指導、介護技術の習得の支援、介護者等の
　健康づくり、情報交換及び交流等を実施し、身体
　的、精神的負担の軽減を図る。

○特別養護老人ホーム健祥会たんぽぽ

三 加 茂 町 具体的調整方針課　　題

○町社会福祉協議会から対象者に通知するとともに
　町広報等で住民に周知。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○社会福祉法人徳島愛光会みよし苑

○介護の方法・住宅改修その他介護者の健康づくり
　等についての知識や技術を習得するための教室の
　開催し、体的・精神的負担の軽減を図る。

関係機関と協議のうえ、合併まで
に調整する。

-
 
1
5
1
 
-



 (5)委託先  (5)委託先
○町社会福祉協議会 該当なし ・差異がある。

 (6)委託料  (6)委託料
○年額　210,000円 該当なし ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

25．家族介護用品の支給 25．家族介護用品の支給
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支給用品  (3)支給用品
・差異がある。

 (4)支給方法  (4)支給方法
○現物支給 ○現物支給

 (5)事務手順  (5)事務手順
・差異がある。

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

○次のいずれかに該当する要介護者と同居し、現に
　介護している者。
 ･介護保険制度で介護度４又は５と認定された者。
 ･当該高齢者の属する世帯が町民税非課税世帯。

○次のいずれかに該当する要介護者と同居し、現に
　介護している者。
 ･介護保険制度で介護度４又は５と認定された者。
 ･当該高齢者の属する世帯が町民税非課税世帯。

○紙おむつ
○尿とりパット
○使い捨て手袋
○清拭剤
○ドライシャンプー
　上記等について年間１人当たり上限総額100,000円

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。

具体的調整方針課　　題三　好　町

○寝たきり等身体上又は精神上の障害があって日常
　生活を営むのに支障がある高齢者等を介護してい
　る家族等に対し、介護用品を支給することにより
　在宅介護における家族の精神的及び経済的負担軽
　減を図る。

○寝たきり等身体上又は精神上の障害があって日常
　生活を営むのに支障がある高齢者等を介護してい
　る家族等に対し、介護用品を支給することにより
　在宅介護における家族の精神的及び経済的負担軽
　減を図る。

○町紙おむつ支給申請書による申請に対して支給。

三 加 茂 町

○申請書による申請に対して対象者の実態調査を行
　い、町が購入し支給。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○紙おむつ
○尿とりパット
○使い捨て手袋
○清拭剤
○ドライシャンプー
　上記等について年間１人当たり上限総額75,000円

-
 
1
5
2
 
-



26．町紙おむつ支給事業 26．町紙おむつ支給事業
 (1)概要 ・三好町のみ町で実施。 ・新町においては実施しない。

・

 (2)対象者

 (3)支給内容

 (4)事務手順

 (5)経費負担
○全額町費

27．家族介護慰労事業 27．家族介護慰労事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支給金額  (3)支給金額
○１人当たり　　年額　100,000円以内

○次の全てに該当する者。
 ･介護保険制度で要介護４又は要介護５と認定され
　た高齢者又は２号被保険者であって特定疾病に該
　当する者を現に介護している同居家族。
 ･当該高齢者等の属する世帯が町村民税非課税。
 ･当該高齢者等が過去１年間介護保険の給付を受け
　なかったこと。

具体的調整方針課　　題

○町社会福祉協議会において購入・販売。希望者は
　資材の全額を負担。 プライバシーの問題で、実態把握

が困難であり、不平等が生じやす
い。

○申請書により家庭状況等を調査し、適否を決定。
○該当者は、町が依頼した町内業者へ各自現品を受
　け取りに行く。

○在宅寝たきり高齢者等に対する福祉サービスの一
　環として紙おむつを支給することにより、その精
　神的、経済的負担の軽減に資する。

○紙おむつ(ﾊﾟﾝﾂ型)1日1.5枚
○尿とりパット　　1日1.5枚
　  ※３ヶ月分まとめて現物支給。

○県事業の基準を上回る方及び町内に居住する在宅
　寝たきり高齢者、心身障害児(者)、痴呆症による
　失禁者等であり、常時おむつを使用している者で
　該当する者の所属する世帯が､町民税非課税世帯｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○高齢者等を介護している家族に対し、慰労として
　慰労金を支給。

三 加 茂 町三　好　町

○次の全てに該当する者。
 ･介護保険制度で要介護４又は要介護５と認定され
　た高齢者又は２号被保険者であって特定疾病に該
　当する者を現に介護している同居家族。
 ･当該高齢者等の属する世帯が町村民税非課税。
 ･当該高齢者等が過去１年間介護保険の給付を受け
　なかったこと。

○高齢者等を介護している家族に対し、慰労として
　慰労金を支給。

○１人当たり　　年額　100,000円以内

-
 
1
5
3
 
-



 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)経費負担  (5)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

 (1)概要 未実施 ・三好町のみ実施。 ・新町においては実施しない。

 (2)対象者 ・

 (3)支給金額 ・

 (4)事務手順

 (5)経費負担
○全額町費

 (1)概要  (1)概要 ・

課　　題

特別障害者手当が別途支給されて
いる。

対象者の特定基準が曖昧であり、
プライバシーの問題で実態把握が
困難であることから、不平等が生
じやすい。

具体的調整方針三　好　町

○地域各団体の参加と協力のもとに、高齢者が家庭
　・地域・企業等社会の各分野で豊かな経験と知識
　・技能を活かした活動を行い、生きがいと社会参
　加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一
　人暮らし高齢者等に対し、様々な施設を活用した
　通所による各種サービスを提供する。
　　　　　　　　　　　　　※要綱のみ、実績なし

○利用申請書の提出に基づき利用決定を判断・通知
　し、支給。

28．町寝たきり老人等介護手当支給事業28．町寝たきり老人等介護手当支給事業

○月額　4,500円　※H15年度実績 1,071,000円

○申請書による請求に基づき町長が認定。
○認定請求をした日の属する月の翌月から支給開始｡
○支給すべき事由が消滅した日の属する月で支給終
　了。
○毎年８・12・４月の３期に各前月までの分を支給｡

○利用申請書の提出に基づき利用決定を判断・通知
　し、支給。

○地域各団体の参加と協力のもとに、高齢者が家庭
　・地域・企業等社会の各分野で豊かな経験と知識
　・技能を活かした活動を行い、生きがいと社会参
　加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな一
　人暮らし高齢者等に対し、様々な施設を活用した
　通所による各種サービスを提供する。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○家庭において寝たきり高齢者等を常時介護してい
　る者に対し、介護手当を支給することにより福祉
　の増進を図る。

29．高齢者の生きがいと健康づくり推進事業29．高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
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うえ実施
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。

○６ヶ月以上臥床の状態にある寝たきり高齢者等で
　特別障害者手当又は障害児福祉手当受給者及び町
　長が必要と認めた者。

-
 
1
5
4
 
-



 (2)対象者  (2)対象者

 (3)事業内容  (3)事業内容

 (4)委託先  (4)委託先
実績なし ○町社会福祉協議会

 (5)委託料  (5)委託料
実績なし ○年額  400,000円 ・差異がある。

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

 (7)附属団体  (7)附属団体
未設置 ○名称

○組織構成

○会議
 ･年１回
○報酬等
なし

○高齢者の社会活動についての広報活動等。
○文化伝承活動、三世代交流活動等、高齢者の地域
　活動の振興。
○スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好
　会等の育成及び関係団体等との連絡・調整。
○木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・創造活動の振
　興、高齢者教養講座及び中高者健康生きがい講座
　等の開催。
○高齢指導者の活用事業。
○その他

 ･老人クラブ連合会　１人
 ･単位老人クラブ　　６人
 ･民生委員協議会　　１人
 ･福祉委員会　　　　１人
 ･教育委員会　　　　１人
 ･厚生課　　　　　　２人
 ･社会福祉協議会　　２人
　　　　　　　　計１４人

具体的調整方針

○家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等

○高齢者の社会活動についての広報活動等。
○文化伝承活動、三世代交流活動等、高齢者の地域
　活動の振興。
○スポーツ・娯楽活動、健康増進活動の推進、同好
　会等の育成及び関係団体等との連絡・調整。
○木工・陶芸・手芸・園芸等の生産・創造活動の振
　興、高齢者教養講座及び中高者健康生きがい講座
　等の開催。
○高齢指導者の活用事業。
○その他

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町

 ･高齢者の生きがいと健康づくり推進協議会

課　　題

○家に閉じこもりがちな一人暮らし高齢者等

-
 
1
5
5
 
-



30．成年後見制度利用支援事業 30．成年後見制度利用支援事業
未実施  (1)概要

・三加茂町のみ実施。 ・

 (2)対象者

 (3)助成対象経費

 (4)助成額

 (5)事務手順

 (6)経費負担
○県3/4、町1/4

31．緊急通報体制等整備事業 31．緊急通報体制等整備事業
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)対象者  (2)対象者

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。

○在宅のひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の
　緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通
　報装置を貸与し設置。
○緊急通報装置のボタンを押すとセンターに通報さ
　れ、そこから協力員・親族・医療機関・消防署・
　役場等の関係機関･関係者に連絡される｡

○成年後見人等が、家庭裁判所に報酬付与の申立を
　し、審判がされ決定した報酬額について、該当者
　の費用負担が困難である等の場合、成年後見人等
　が、助成申請書を町長に提出することにより、町
　が助成する。

○在宅のひとり暮らしの高齢者等の急病や災害等の
　緊急時に迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通
　報装置を貸与し設置。
○緊急通報装置のボタンを押すとセンターに通報さ
　れ、そこから協力員・親族・医療機関・消防署・
　役場等の関係機関･関係者に連絡される｡

○65歳以上の独り暮らし高齢者、身体障害者及び特
　に必要と認められる者。
○現在50件。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 課　　題 具体的調整方針

○成年後見制度の申立てに要する経費及び後見人等
　の報酬。

○65歳以上の独り暮らし高齢者、身体障害者及び特
　に必要と認められる者。
○現在69件。

三 加 茂 町

○助成対象経費の全部又は一部。

○身寄りのない重度の痴呆性高齢者又は知的障害者｡

○成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の
　実施。
○成年後見制度の利用に係る経費に対する助成。

三加茂町の例により統一し、新町
に引き継ぐ。

-
 
1
5
6
 
-



 (3)事務手順  (3)事務手順
・差異がある。

 (4)委託先  (4)委託先
○㈱シーモス ○㈱シーモス

 (5)委託料  (5)委託料
○１台　月額2,415円 ○１台　月額2,415円

 (6)経費負担  (6)経費負担

 (1)事業名  (1)事業名 ・合併までに調整する。
○心配ごと相談等事業 ○心配ごと相談等事業

 (2)事業内容  (2)事業内容

 (3)対象者  (3)対象者
○65歳以上の高齢者 ○65歳以上の高齢者

 (4)相談員  (4)相談員
・差異がある。

 (5)委託先  (5)委託先
○町社会福祉協議会 ○町社会福祉協議会

 (6)委託料  (6)委託料
○年額　160,000円 ○年額　106,000円 ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題

○相談員数　18人
○報酬　１人につき　年額11,000円
○構成　民生児童委員、主任児童員

○相談員による高齢者等に対する身近な相談支援。
○相談回数　週１回(年50回)

三　好　町

32．高齢者地域支援体制整備・評価事業

○設置･レンタル･管理料等｡
 ･全額町費

○設置･レンタル･管理料等｡
 ･全額町費

○相談員数　5人
○報酬等　　実費弁償費　1回 2,000円
○構成　　　見識者5人

32．高齢者地域支援体制整備・評価事業

三 加 茂 町

○民生委員の協力により申込書を徴し、㈱シーモス
　と社会福祉課担当者が利用者宅へ取り付けに行く｡
○利用者が独り暮らしに至らなくなった場合は、速
　やかに社会福祉課に届けてもらう。

○相談員による高齢者等に対する身近な相談支援。
○相談回数　月１回、随時

○民生委員又は本人から申請書を町に提出、町は利
　用者宅に調査を行い決定後、㈱シーモスに依頼し
　利用者宅へ取り付けに行く。
○利用者が独り暮らしに至らなくなった場合は、速
　やかに厚生課に届けてもらう。

-
 
1
5
7
 
-



33．高齢者等への生活状況確認 33．高齢者等への生活状況確認
 (1)概要  (1)概要

・合併までに調整する。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)報酬  (3)報酬
○なし ・差異がある。

 (4)経費負担  (4)経費負担
○全額町費 ○なし ・差異がある。

34．ねたきり高齢者等見舞事業 34．ねたきり高齢者等見舞事業
 (1)概要  (1)概要

・差異がある。 ・新町においては実施しない。

 (2)対象者  (2)対象者 ・差異がある。
・

 (3)内容  (3)内容
・差異がある。

 (4)見舞金  (4)見舞金
○3,000円 ○2,000円 ・差異がある。

 (5)経費負担  (5)経費負担

○在宅の寝たきりの方へお見舞いをする。

三　好　町

○友愛訪問員等により安否確認を行い、異常があれ
　ば社会福祉課に報告する。

○年末にヘルパーによる訪問見舞い。

○友愛訪問員等により安否確認を行い、異常があれ
　ば厚生課に報告する。

三 加 茂 町

○在宅で６ヶ月以上寝たきり又は痴呆等の方。
○町と在宅介護支援センター等により該当者を把握｡
○基準日は支給日。

○町長と担当者による年１回の訪問見舞い。

○一人暮らし及び高齢世帯

○友愛訪問員　１人につき年額15,000円

○一人暮らし及び高齢世帯

○在宅で６ヶ月以上寝たきりの65歳以上の方。
○基準日は支給日。

対象者の特定基準が曖昧であり、
プライバシーの問題で実態把握が
困難であることから、不平等が生
じやすい。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

○在宅の寝たきり又は痴呆等の方へお見舞いをする｡

具体的調整方針

○全額町費　　 ※平成14年度　153,000円 ○全額町費　　　※平成14年度　34,000円

-
 
1
5
8
 
-



35．長期入院入所者見舞事業 35．長期入院入所者見舞事業
 (1)概要  (1)概要

・新町においては実施しない。

 (2)対象者  (2)対象者
・差異がある。
・

 (3)内容  (3)内容
・差異がある。

 (4)見舞金  (4)見舞金
○3,000円 ○3,000円

 (5)経費負担  (5)経費負担
・差異がある。

36．シルバー人材センター事業 36．シルバー人材センター事業
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)事業内容  (3)事業内容

○美馬郡・三好郡の病院と県内全域の施設に訪問し
　た時点で、入院・入所している方｡

○会員の能力に応じた就業機会の開拓・提供
○会員の就業に関する情報の収集・提供
○会員の就業に関する調査・研究
○会員の就業に関する相談
○その他目的達成に必要と認められる事業

○全額町費　　※平成14年度　765,000円

○病院・施設に長期入院・入所している方へのお見
　舞い。

○三好郡内の病院・施設へは、町代表者と担当者で
　訪問。
○その他は病院・施設長へ郵送して届けてもらう。

○病院・施設に長期入院・入所している方へのお見
　舞い。

○働く意欲を持つ高齢者を対象に、その経験と知識
　を生かした勤労の機会と場所を確保・提供するこ
　とにより、活力ある地域社会づくりに寄与する。

○町内に居住する概ね60歳以上の高齢者。

プライバシーの問題で、入院日等
の特定が困難であり、不平等が生
じやすい。

○病院・施設において６ヶ月以上入院・入所してい
　る方。
○過去の資料や新たに作られた美馬・三好郡内の病
　院・施設等に事前に調査をし、対象者を把握。

課　　題

○町外の病院・施設へは、課長が訪問。
○町内は町長が訪問。

具体的調整方針

○町1/2、町社協1/2　　※平成14年度　393,000円

○会員登録
○会員の能力に応じた就業機会の開拓・提供
○会員の就業に関する情報の収集・提供
○会員の就業に関する調査・研究
○会員の就業に関する相談
○その他目的達成に必要と認められる事業

○高齢者が残存する労働能力を活用し、短期的・臨
　時的な労働に従事することで、生きがいの充実・
　社会参加の促進を図り、活力ある地域社会づくり
　に寄与する。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

国等と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
ターを設立のうえ実施できるよう
調整に努める。

三 加 茂 町

○町内に居住する概ね60歳以上の高齢者。

-
 
1
5
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-



 (4)委託先  (4)委託先
○町社会福祉協議会 ○町社会福祉協議会

 (5)委託料  (5)委託料
○年額　3,000,000円 ○年額　3,000,000円

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県1/2、町1/2 ○県1/2、町1/2

37．機能訓練関係事業 37．機能訓練関係事業
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)実施回数  (3)実施回数
○週１回、年４８回 ○年３７回 ・差異がある。

 (4)実施場所  (4)実施場所
○町ふれあい健康館 ○町内９ヶ所 ・差異がある。

 (5)実施方法  (5)実施方法
・差異がある。

 (6)個人負担  (6)個人負担
○なし ○なし

 (7)経費負担  (7)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

○40歳以上で老化等により心身機能が低下している
　者。

○周知は町広報と新聞の折込と口コミ等。
○個別リハビリ。
○看護師・保健師により指導・相談等を実施｡

○対象地区に案内を回覧。
○理学療法士・健康運動指導士・看護師･保健師によ
　り指導・相談等を実施｡

○老化等により心身の機能が低下している者に対し､
　閉じこもりを予防するとともに日常生活の自立を
　助け介護を要する状態となることを防ぐ。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

○40歳以上で老化等により心身機能が低下している
　者。

課　　題

○老化等により心身の機能が低下している者に対し､
　閉じこもりを予防するとともに日常生活の自立を
　助け介護を要する状態となることを防ぐ。

関係機関と協議のうえ合併までに
実施内容等を調整し、新町におい
ては材料費等の実費を個人負担と
して実施する。

具体的調整方針

-
 
1
6
0
 
-



38．高齢者筋力向上トレーニング事業 38．高齢者筋力向上トレーニング事業 ・三加茂町のみ実施。 ・
未実施  (1)概要

 (2)対象者

 (3)利用者負担
○１人１回　500円

 (4)委託先
○徳島健康生活協同組合

 (5)委託料
○１人１回　2,500円

 (6)経費負担
○県3/4、町1/4

 (7)その他

39．地域福祉計画 39．地域福祉計画
 (1)概要  (1)概要 ・２町とも未策定。 ・

 (2)策定  (2)策定
○未策定 ○未策定

 (3)経費負担  (3)経費負担
○全額町費 ○全額町費

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事
　項を一体的に定める計画を策定
 ･地域における福祉サービスの適切な利用の推進に
　関する事項
 ･地域における社会福祉を目的とする事業の健全な
　発達に関する事項
 ･地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関
　する事項

○地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事
　項を一体的に定める計画を策定
 ･地域における福祉サービスの適切な利用の推進に
　関する事項
 ･地域における社会福祉を目的とする事業の健全な
　発達に関する事項
 ･地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関
　する事項

新町発足後、関係機関と協議し策
定する。

○概ね60歳以上の在宅の高齢者であって、事業実施
　により効果が期待できるものとする。なお、要支
　援者の他、要介護１又は２の者も対象とするが、
　介護保険サービスの通所リハビリテーション又は
　訪問リハビリテーションの利用者は対象としない｡

○介護保険との兼ね合いで、平成18年度には、別名
　称での別事業に変更される見込み。

三加茂町の例により統一し、新町
に引き継ぐ。

○転倒骨折の予防及び加齢に伴う運動機能の低下予
　防の観点から、負荷量の微調整が可能な高齢者向
　けに改良されたトレーニング機器を使用し、運動
　機能の向上に資する包括的なトレーニングを行う｡

-
 
1
6
1
 
-



40．高齢者福祉計画 40．高齢者福祉計画
 (1)概要  (1)概要

・

 (2)策定  (2)策定

 (3)経費負担  (3)経費負担
○全額町費 ○全額町費

○平成14年度見直し策定　計画期間H15～19年度 ○平成14年度見直し策定　計画期間H15～19年度

○要支援及び要介護高齢者を含む全ての高齢者を介
　護保険の給付対象とならない老人保健福祉サービ
　スや施策の体系化を図るとともに、要介護認定者
　の介護サービス事業実施目標量や具体的な推進方
　策を調和の保たれた計画として見直し策定。
○みよし広域連合介護保険事業計画と内包する計画｡

○要支援及び要介護高齢者を含む全ての高齢者を介
　護保険の給付対象とならない老人保健福祉サービ
　スや施策の体系化を図るとともに、要介護認定者
　の介護サービス事業実施目標量や具体的な推進方
　策を調和の保たれた計画として見直し策定。
○みよし広域連合介護保険事業計画と内包する計画｡

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。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

-
 
1
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-



１．身体障害者手帳交付事務 １．身体障害者手帳交付事務
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)申請場所  (2)申請場所
○町役場窓口 ○町役場窓口

 (3)交付手順  (3)交付手順

 (4)経費負担  (4)経費負担
○なし ○なし

２．療育手帳交付事務 ２．療育手帳交付事務
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)申請場所  (2)申請場所
○町役場窓口 ○町役場窓口

○身体障害者福祉法上の各種援助を受ける場合に加
　え、税の減免・運賃割引等各種制度を利用する際
　の身体障害者であることの証票として交付する。

○身体障害者福祉法上の各種援助を受ける場合に加
　え、税の減免・運賃割引等各種制度を利用する際
　の身体障害者であることの証票として交付する。

○知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を
　行うとともに、知的障害児(者)に対する特別児童
　扶養手当等の各種援助措置を受け易くするために
　手帳を交付。

○知的障害児(者)に対して、一貫した指導・相談を
　行うとともに、知的障害児(者)に対する特別児童
　扶養手当等の各種援助措置を受け易くするために
　手帳を交付。

○交付を希望するものは、申請書・県知事の定める
　医師の診断書・本人の写真を添えて申請する。
○町から県へ進達。
○町役場窓口にて交付。

○交付を希望するものは、申請書・県知事の定める
　医師の診断書・本人の写真を添えて申請する。
○町から県へ進達。
○町役場窓口にて交付。

障害者福祉分科会

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

健康福祉部会

三 加 茂 町

協　議　項　目

調整方針（案）

（１）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。
（２）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。
（３）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。
（４）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。
（５）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。
（６）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。
（７）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。

　障害者福祉関係
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 (3)交付手順  (3)交付手順

 (4)経費負担  (4)経費負担
○なし ○なし

 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)申請場所  (2)申請場所
○町役場窓口 ○町役場窓口

 (3)交付手順  (3)交付手順

 (4)経費負担  (4)経費負担
○なし ○なし

４．身体・知的障害者相談員 ４．身体・知的障害者相談員
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)人員  (2)人員
・差異がある。

 (3)任期  (3)任期
○平成16年4月～平成18年3月 ○平成16年4月～平成18年3月

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

３．精神障害者保健福祉手帳交付事務

三　好　町 課　　題三 加 茂 町

３．精神障害者保健福祉手帳交付事務

具体的調整方針

○交付を希望するものは、申請書を提出し相談用調
　査票を添えて申請する。
○町から県へ進達。
○町役場窓口にて交付。

○交付を希望する者は、申請書・相談調査書・本人
　の写真を添えて申請する。
○町から県へ進達。
○町役場窓口にて交付。

○申請者が申請書に必要書類を添えて申請。
○確認し、県精神保健センターへ進達。
 ･毎月1～15日の受付分　　当該月20日までに進達
 ･毎月15日～月末の受付分　当該月5日までに進達
○町役場窓口にて交付。

徳島県と調整のうえ、新町に引き
継ぐ。

○身体障害者相談員　２人
○知的障害者相談員　１人

○精神障害者が各種援助措置を受け易くするための
　手帳の交付。

○身体障害者相談員　４人
○知的障害者相談員　１人

○精神障害者が各種援助措置を受け易くするための
　手帳の交付。

○町長が推薦した者に、県知事が業務委託する。
○相談員は、心身障害者地域活動の中核となり、そ
　の活動の推進や障害者やその家族からの相談に応
　じ、必要な指導・助言等を行う。

○申請者が申請書に必要書類を添えて申請。
○確認し、県精神保健センターへ進達。
 ･毎月1～15日の受付分　　当該月20日までに進達
 ･毎月15日～月末の受付分　当該月5日までに進達
○町役場窓口にて交付。

○町長が推薦した者に、県知事が業務委託する。
○相談員は、心身障害者地域活動の中核となり、そ
　の活動の推進や障害者やその家族からの相談に応
　じ、必要な指導・助言等を行う。
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 (4)経費負担  (4)経費負担
○なし ○なし

５．障害者保健指導 ５．障害者保健指導
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)経費負担  (2)経費負担
○全額町費 ○全額町費

 (1)概要  (1)概要 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)内容  (2)内容
○審査事項
 ･全身状態の所見及び障害局所の診断。
○評価事項
 ･諸関節の動き
 ･麻酔側知覚、視聴覚の状況
 ･筋力、握力の程度
 ･巧ち度
 ･日常生活動作(ADL)の状況
○指導・助言等
 ･リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立
　・歩行・背屈・寝返り・ほふく・手指動作・変形
　矯正訓練等の実地指導。
 ･褥創の手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を
　必要とするものに対する各種の保健指導。
 ･各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更正
　医療制度、生活保護法による医療扶助制度等の活
　動に関する指導。
 ･補装具の給付及び装着訓練の実施。
 ･施設入所、住宅改造等に関する相談指導、及び関
　係諸機関への紹介。
○その他必要事項
　　　※平成15年度実績なし

６．町在宅重度障害者訪問審査事業

三　好　町

○在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣して
　審査及び更正相談を行う。

課　　題

ただし、派遣医師等への報酬等に
ついては、医師等と協議のうえ、
合併までに調整し、統一する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

６．町在宅重度障害者訪問審査事業

三 加 茂 町 具体的調整方針

○障害者に限っての保健指導事業は行っていないが
　保健指導が必要と思われる者及び家族の指導を保
　健師との連携し実施している。
○支援費制度事務で区分決定のための聞き取り調査
　時には訪問する。

○在宅の重度身体障害者に対して医師等を派遣して
　審査及び更正相談を行う。

○審査事項
 ･全身状態の所見及び障害局所の診断。
○評価事項
 ･諸関節の動き
 ･麻酔側知覚、視聴覚の状況
 ･筋力、握力の程度
 ･巧ち度
 ･日常生活動作(ADL)の状況
○指導・助言等
 ･リハビリテーション器具等の利用の仕方及び起立
　・歩行・背屈・寝返り・ほふく・手指動作・変形
　矯正訓練等の実地指導。
 ･褥創の手当等家庭でできる手当の仕方及び医療を
　必要とするものに対する各種の保健指導。
 ･各種医療保険制度、身体障害者福祉法による更正
　医療制度、生活保護法による医療扶助制度等の活
　動に関する指導。
 ･補装具の給付及び装着訓練の実施。
 ･施設入所、住宅改造等に関する相談指導、及び関
　係諸機関への紹介。
○その他必要事項
　　　※平成15年度実績なし

○障害者に限っての保健指導事業は行っていないが
　保健指導が必要と思われる者及び家族の指導を保
　健師との連携し実施している。
○支援費制度事務で区分決定のための聞き取り調査
　時には訪問する。
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 (3)対象者  (3)対象者
○在宅の重度身体障害者 ○在宅の重度身体障害者

 (4)派遣医師等  (4)派遣医師等
○実績なし ○実績なし ・差異がある。

 (5)報酬等  (5)報酬等
○実績なし ・差異がある。

 (6)経費負担  (6)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

７．障害者施設等通所費助成 ７．障害者施設等通所費助成
 (1)概要  (1)概要 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象施設  (3)対象施設
・２町同一。

 (4)補助額  (4)補助額
・２町同一。

 (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費 ・２町同一。

○１件につき　医師　15,000円
　　　　　　　看護師 6,000円

○共同作業所及び授産施設に通所中の心身障害児
　(者)及び精神障害者の経済的負担を軽減し社会
　復帰の促進を図る。

○障害者通所授産施設末広(三好町)
○高友作業所(池田町)

○居住地から共同作業所までの通所に要する鉄道及
　び路線バス運賃額及び車賃の半額(片道額相当)
　　※平成15年度実績　183,908円(月平均8人)

○障害者通所授産施設末広(三好町)
○高友作業所(池田町)

○町内に居住する心身障害児(者)及び精神障害者で
　あって心身障害児(者)又は精神障害者共同作業所
　に通所中の者

○共同作業所に通所中の心身障害児(者)及び精神障
　害者の経済的負担を軽減し、社会復帰の促進を図
　る。

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○居住地から共同作業所までの通所に要する鉄道及
　び路線バス運賃額及び車賃の半額(片道額相当)
　　※平成15年度実績　139,345円(月平均6～8人)

○町内に居住する心身障害児(者)及び精神障害者で
　あって心身障害児(者)又は精神障害者共同作業所
　に通所中の者
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 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・

 (2)事業項目  (2)事業項目

 (3)委託先  (3)委託先

 (4)経費  (4)経費
○負担金　年額148,632円 ○負担金　年額201,157円

具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

８．障害者社会参加促進事業(精神障害者含む)

○幹事町である井川町(H16年度三野町)が郡内町社会
　福祉協議会・精神家族会・障害者支援センターと
　委託契約

○幹事町である井川町(H16年度三野町)が郡内町社会
　福祉協議会・精神家族会・障害者支援センターと
　委託契約

○障害者の社会参加を促進するため、郡内８町村が
　共同で関係機関に委託し、各関係機関が、事業項
　目の中から選択のうえ、郡内８町村において広域
　実施する。
○知的・精神の事業についても障害者の要望に配慮
　して実施に努める。

三 加 茂 町

関係機関と協議のうえ、新町に引
き継ぐ。

○障害者の社会参加を促進するため、郡内８町村が
　共同で関係機関に委託し、各関係機関が、事業項
　目の中から選択のうえ、郡内８町村において広域
　実施する。
○知的・精神の事業についても障害者の要望に配慮
　して実施に努める。

８．障害者社会参加促進事業(精神障害者含む)

○基本事業
 ①地域生活支援事業
　・生活訓練事業
　・地域生活アシスタント事業
　・本人活動支援事業
　・家族相談員紹介事業
　・ボランティア活動支援事業
　・ピアカウンセリング事業
　・福祉機器リサイクル事業
 ②情報支援等事業
　・奉仕員派遣等事業
　・手話通訳設置事業
　・手話通訳者派遣事業
　・点字、声の広報等発行事業
 ③移動支援事業
　・自動車運転免許所得、改造助成事業
　・重度身障者移動支援事業
 ④スポーツ、芸術活動等振興事業
　・スポーツ、レクリエーション教室開催等事業
　・芸術、文化講座開催等事業
 ⑤広域実施連絡調整事業
○リフト付福祉バス運行事業
○バリアフリーのまちづくり活動事業

○基本事業
 ①地域生活支援事業
　・生活訓練事業
　・地域生活アシスタント事業
　・本人活動支援事業
　・家族相談員紹介事業
　・ボランティア活動支援事業
　・ピアカウンセリング事業
　・福祉機器リサイクル事業
 ②情報支援等事業
　・奉仕員派遣等事業
　・手話通訳設置事業
　・手話通訳者派遣事業
　・点字、声の広報等発行事業
 ③移動支援事業
　・自動車運転免許所得、改造助成事業
　・重度身障者移動支援事業
 ④スポーツ、芸術活動等振興事業
　・スポーツ、レクリエーション教室開催等事業
　・芸術、文化講座開催等事業
 ⑤広域実施連絡調整事業
○リフト付福祉バス運行事業
○バリアフリーのまちづくり活動事業
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 (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費

９．障害者生活支援事業 ９．障害者生活支援事業
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者
○在宅の障害者 ○在宅の障害者

 (3)内容  (3)内容

 (4)委託先  (4)委託先

 (5)負担金  (5)負担金
○年額　1,203,000円 ○年額　1,621,000円

 (6)経費負担  (6)経費負担
○全額町費 ○全額町費

10．障害者扶養共済制度事務 10．障害者扶養共済制度事務
 (1)概要  (1)概要

・○障害者を扶養している保護者が、自ら生存中に毎
　月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一
　(死亡・重度障害)のことがあったとき、その被扶
　養障害者に終身一定額の年金を支給する制度。

○ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ
　等の利用援助。
○社会資源を活用するための支援。
○社会生活力を高めるための支援。
○ピアカウンセリング
○専門機関の紹介

○ホームヘルパー、デイサービス、ショートステイ
　等の利用援助。
○社会資源を活用するための支援。
○社会生活力を高めるための支援。
○ピアカウンセリング
○専門機関の紹介

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題

○在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援
　助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための
　支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の
　提供等を総合に郡内８町村で共同実施。

○幹事町(池田町)が障害者支援センター博愛と委託
　契約

○障害者を扶養している保護者が、自ら生存中に毎
　月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一
　(死亡・重度障害)のことがあったとき、その被扶
　養障害者に終身一定額の年金を支給する制度。

三　好　町

○幹事町(池田町)が障害者支援センター博愛と委託
　契約

○在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援
　助、社会資源の活用や社会生活力を高めるための
　支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の
　提供等を総合に郡内８町村で共同実施。

新町においては、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。

三 加 茂 町
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 (2)加入対象者  (2)加入対象者

 (3)扶養障害者の範囲  (3)扶養障害者の範囲

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)加入者  (5)加入者
○５人 ○５人

 (6)掛金補助  (6)掛金補助
○未実施 ・三加茂町は補助未実施。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

11．経過的福祉手当事務 11．経過的福祉手当事務
 (1)概要  (1)概要

・町は手続業務のみ。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

・２町同一。

三　好　町 三 加 茂 町 具体的調整方針

○年齢を問わず、将来独立自活することが困難であ
　ると認められる次のいずれかに該当する方。
 ･知的障害
 ･身体障害(手帳1～3級までに該当する障害）
 ･精神又は身体に永続的な障害のある方
　(例：精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、
　　　 自閉症、血友病等）

○新規加入、口数追加、掛金、加入書変更等
　①申請等受付
　②書類審査
　③県進達

課　　題

○障害基礎年金制度、特別障害者手当の創設により
　福祉手当は廃止されたが、下記の受給資格者に対
　しては経過措置として従来の例により福祉手当を
　支給する。

○(3)に該当する障害者を現に扶養している保護者で
　あって、次の全要件を満たしている方。
 ･県内に住所があること。
 ･65歳未満であること。
 ･特別の疾病又は障害がなく生命保険契約の対象と
　なる健康状態であること。
　 ※障害者１人対して、加入できる保護者は１人。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○新規加入、口数追加、掛金、加入書変更等
　①申請等受付
　②書類審査
　③県進達

○障害基礎年金制度、特別障害者手当の創設により
　福祉手当は廃止されたが、下記の受給資格者に対
　しては経過措置として従来の例により福祉手当を
　支給する。

○年齢を問わず、将来独立自活することが困難であ
　ると認められる次のいずれかに該当する方。
 ･知的障害
 ･身体障害(手帳1～3級までに該当する障害）
 ･精神又は身体に永続的な障害のある方
　(例：精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、
　　　 自閉症、血友病等）

○補 助 額　掛金の1/2
○交付時期　9月、3月
○申請手続　申請書を町長に提出する。
○補助実績　203,380円　※平成15年度実績

○(3)に該当する障害者を現に扶養している保護者で
　あって、次の全要件を満たしている方。
 ･県内に住所があること。
 ･65歳未満であること。
 ･特別の疾病又は障害がなく生命保険契約の対象と
　なる健康状態であること。
　 ※障害者１人対して、加入できる保護者は１人。

-
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 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象外となる場合  (3)対象外となる場合

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)経費負担  (5)経費負担
○なし ○なし

12．特別障害者手当事務 12．特別障害者手当事務 ・町は手続業務のみ。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。

 (2)対象者  (2)対象者

三　好　町

○精神又は身体に著しい重度障害のある20歳以上の
　方。
○概ね療育手帳ではＡ(重度)程度、身体障害者手帳
　では1～2級(の1部)程度の障害の重複。
○所得制限あり
○現在14人

具体的調整方針課　　題

○精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日
　常生活において常時特別の介護を必要とする在宅
　の20歳以上の方に手当を支給する。

○精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日
　常生活において常時特別の介護を必要とする在宅
　の20歳以上の方に手当を支給する。

○精神又は身体に著しい重度障害のある20歳以上の
　方。
○概ね療育手帳ではＡ(重度)程度、身体障害者手帳
　では1～2級(の1部)程度の障害の重複。
○所得制限あり
○現在15人

三 加 茂 町

○認定請求、資格喪失届、有期更新
 ･認定請求書受付(書類審査)
 ･福祉事務所進達(受付、審査決定、通知書等送付）
 ･通知書送付(受給者へ)
○住居変更届・氏名変更届・金融機関変更届
 ･変更届等受付(書類審査)福祉事務所進達
○所得状況届(8月)
 ･受給者の状況把握、所得審査
○定時払い確認リスト確認(4･7･10･1月)
 ･受給資格確認審査(住民基本台帳等より調査)
　　※町で受付し県へ進達。

○施設入所(措置決定された場合)しているとき。
○障害を理由とする公的年金を受けているとき。

○昭和61年3月31日現在20歳以上で昭和61年4月1日現
　在福祉手当の受給者。
○障害基礎年金及び特別障害者手当に非該当。
○新規認定者なし、所得制限あり。
○現在２人

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○認定請求、資格喪失届、有期更新
 ･認定請求書受付(書類審査)
 ･福祉事務所進達(受付、審査決定、通知書等送付）
 ･通知書送付(受給者へ)
○住居変更届・氏名変更届・金融機関変更届
 ･変更届等受付(書類審査)福祉事務所進達
○所得状況届(8月)
 ･受給者の状況把握、所得審査
○定時払い確認リスト確認(4･7･10･1月)
 ･受給資格確認審査(住民基本台帳等より調査)
　　※町で受付し県へ進達。

○施設入所(措置決定された場合)しているとき。
○障害を理由とする公的年金を受けているとき。

○昭和61年3月31日現在20歳以上で昭和61年4月1日現
　在福祉手当の受給者。
○障害基礎年金及び特別障害者手当に非該当。
○新規認定者なし、所得制限あり。
○現在４人

-
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 (3)対象外となる場合  (3)対象外となる場合

 (4)事務手順  (4)事務手順
○11.経過的福祉手当に同じ｡ ○11.経過的福祉手当に同じ｡

 (5)経費負担  (5)経費負担
○なし ○なし

13．障害児福祉手当事務 13．障害児福祉手当事務 ・町は手続業務のみ。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象外となる場合  (3)対象外となる場合

 (4)事務手順  (4)事務手順
○11.経過的福祉手当に同じ｡ ○11.経過的福祉手当に同じ｡

 (5)経費負担  (5)経費負担
○なし ○なし

14．特別児童扶養手当事務 14．特別児童扶養手当事務
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○施設等に入所している。
○病院等に継続して３ヶ月を超えて入院している。

○精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活
　において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の
　方に手当を支給する。

○身体、知的又は精神に障害のある児童を監護して
　いる者に対して、特別児童扶養手当を支給する。

具体的調整方針

○施設等に入所している。
○病院等に継続して３ヶ月を超えて入院している。
　※所得制限あり

○精神又は身体に著しい障害のある児童(20歳未満)｡
○所得制限あり
○現在4人

○施設等に入所している。
○病院等に継続して３ヶ月を超えて入院している。

○身体、知的又は精神に障害のある児童を監護して
　いる者に対して、特別児童扶養手当を支給する。

○施設等に入所している。
○病院等に継続して３ヶ月を超えて入院している。
　※所得制限あり

○精神又は身体に著しい障害のある児童(20歳未満)｡
○所得制限あり
○現在1人

三　好　町

○精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活
　において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の
　方に手当を支給する。

三 加 茂 町 課　　題
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 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支給額  (3)支給額

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)経費負担  (5)経費負担
○なし ○なし

15．更生訓練費給付 15．更生訓練費給付
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)給付額  (3)給付額

 (4)事務手順  (4)事務手順

三　好　町 課　　題 具体的調整方針

○身体障害者更正援護施設に入所している者に更正
　訓練費を支給する。

○身体障害者福祉法に基づき算定される額。
○平成14年度実績　37,800円

○身体障害者更正援護施設に

○20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を
　監護ている親、若しくは親に代わってその児童を
　養育している方で、所得額が所得制限限度額以下
　の方。
○現在12人

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○身体障害者が町に支給申請を行う。
○町は申請者の障害の種類及び程度､介護者の状況､
　受給状況等を勘案して要否決定し、受給者証を交
　付。
○町は更生援護施設等からの請求に基づき、審査の
　うえ支給する。

○身体障害者更正援護施設に入所している者。

○１級  51,550円
○２級　34,330円(１人当たり月額)

○身体障害者福祉法に基づき算定される額。
○平成15年度実績 290,300円

三 加 茂 町

○身体障害者更正援護施設に入所している者に更正
　訓練費を支給する。

○１級  51,550円
○２級　34,330円(１人当たり月額)

○身体障害者が町に支給申請を行う。
○町は申請者の障害の種類及び程度､介護者の状況､
　受給状況等を勘案して要否決定し、受給者証を交
　付。
○町は更生援護施設等からの請求に基づき、審査の
　うえ支給する。

○町の窓口へ必要書類を添えて認定請求書を提出。
○町は受付・受理・審査・確認後、県へ進達。
○県が受付・受理・審査。知事が認定し、証書・通
　知等を町へ送付。
○町から請求者へ交付。支給は申請月の翌月から開
　始。
○4、8、12月に前月までの分を県から支給。
　　　　　　　　　　　　　　　　　(随時払あり)

○20歳未満で政令で定める障害の状態にある児童を
　監護ている親、若しくは親に代わってその児童を
　養育している方で、所得額が所得制限限度額以下
　の方。
○現在8人

○町の窓口へ必要書類を添えて認定請求書を提出。
○町は受付・受理・審査・確認後、県へ進達。
○県が受付・受理・審査。知事が認定し、証書・通
　知等を町へ送付。
○町から請求者へ交付。支給は申請月の翌月から開
　始。
○4、8、12月に前月までの分を県から支給。
　　　　　　　　　　　　　　　　　(随時払あり)
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 (5)経費負担  (5)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支給内容  (3)支給内容

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)経費負担  (5)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者
○県要綱による在宅の身体障害者手帳所持者(重度)｡

17．重度身体障害者(児)日常生活用具給付

三　好　町

16．更生援護施設入所者就職支度金支給

○身障者が町に支給申請。
○町は申請者の障害の種類及び程度､介護者の状況､
　受給状況等を勘案して要否決定し、受給者証を交
　付。
○町は更生援護施設等からの請求に基づき、審査の
　うえ支給。

○就職又は自営について必要な生活用品の購入費。
○上限36,000円
○実績なし

○身障者が町に支給申請。
○町は申請者の障害の種類及び程度､介護者の状況､
　受給状況等を勘案して要否決定し、受給者証を交
　付。
○町は更生援護施設等からの請求に基づき、審査の
　うえ支給。

○身体障害者の社会復帰の促進を図るため、更生援
　護施設の入所者等が訓練を終了し、就職等により
　自立する場合に必要な生活用品の購入費として支
　給する。

○就職又は自営について必要な生活用品の購入費。
○上限36,000円
○実績なし

○更生援護施設に措置入(通)所している者で、更生
　訓練を終了し、就職又は自営により措置が解除さ
　れることとなった者。

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

17．重度身体障害者(児)日常生活用具給付

○在宅の身体障害者(児)、重度身体障害者(児)に対
　する日常生活用具の給付及び貸与することにより
　日常生活に便宜を図る。
○県の要綱による。

○県要綱による在宅の身体障害者手帳所持者(重度)｡

○在宅の身体障害者(児)、重度身体障害者(児)に対
　する日常生活用具の給付及び貸与することにより
　日常生活に便宜を図る。
○県の要綱による。

16．更生援護施設入所者就職支度金支給

○身体障害者の社会復帰の促進を図るため、更生援
　護施設の入所者等が訓練を終了し、就職等により
　自立する場合に必要な生活用品の購入費として支
　給する。

○更生援護施設に措置入(通)所している者で、更生
　訓練を終了し、就職又は自営により措置が解除さ
　れることとなった者。

三 加 茂 町 具体的調整方針
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 (3)給付品目  (3)給付品目

 (4)個人負担  (4)個人負担

 (5)事務手順  (5)事務手順

 (6)経費負担  (6)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者
○身体障害者手帳所持者 ○身体障害者手帳所持者

 (3)対象品目  (3)対象品目

 (4)個人負担  (4)個人負担

 (5)事務手順  (5)事務手順

○身体の部分的欠損又は身体の機能の損傷を直接的
　に補うことにより、日常生活能力の回復に寄与し
　身体機能を補い、日常生活に利便を得る事が多い
　補装具の交付又は修理に要する費用を負担する。
○県の要綱による。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 具体的調整方針

○国の通知に掲げる用具。
　※障害内容・等級により交付・修理が異なる。

○障害者が属する世帯の所得税額によって算出

○申請受付。
○町から業者へ給付券を、申請者へ決定通知書等交
　付。
○業者が申請者へ用具を納入し個人負担金を徴収。
○町から業者へ個人負担金を除いた額を支払い。

○障害者が属する世帯の所得税額によって算出

○身体の部分的欠損又は身体の機能の損傷を直接的
　に補うことにより、日常生活能力の回復に寄与し
　身体機能を補い、日常生活に利便を得る事が多い
　補装具の交付又は修理に要する費用を負担する。
○県の要綱による。

○申請受付。
○町から業者へ給付券を、申請者へ決定通知書等交
　付。
○業者が申請者へ用具を納入し個人負担金を徴収。
○町から業者へ個人負担金を除いた額を支払い。

課　　題

○障害者が属する世帯の所得税額によって算出

○申請受付。
○業者委託契約。
○判定依頼
○判定。

○国の通知に掲げる用具。
　※障害内容・等級により交付・修理が異なる。

○国の要綱に揚げる用具とし、その対象者は要綱に
　揚げる身障者
　※障害内容･等級により用具の給付･貸与が異なる｡

18．身体障害者(児)補装具の交付及び修理

○申請受付。
○業者委託契約。
○判定依頼
○判定。

○障害者が属する世帯の所得税額によって算出

○国の要綱に揚げる用具とし、その対象者は要綱に
　揚げる身障者
　※障害内容･等級により用具の給付･貸与が異なる｡

18．身体障害者(児)補装具の交付及び修理

-
 
1
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4
 
-



 (6)経費負担  (6)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

19．自動車運転免許取得費助成 19．自動車運転免許取得費助成
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)助成額  (3)助成額

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)経費負担  (5)経費負担
○なし ○なし

○町は申請受付のみ、県が事務処理。
○認定の場合､交付決定通知書を送付。却下の場合､
　却下通知書を送付。
○補助金請求書を知事が受理後対象者に支払。

○免許の取得により、就労が見込まれる等社会活動
　への参加に効果があると認められる者。
○障害者が自ら行う事業の経営に免許が必要と認め
　られる者。
○交通機関を利用して通勤又は通学することが著し
　く困難であるため自動車による通勤又は通学が必
　要な者であって免許を取得した者。

　県内に居住地を有する障害等級概ね４級以上の身
　体障害者で次の各号のいずれかに該当する者。

○判定書送付。
○見積書の提出。
○委託通知。
○判定通知書･交付券の交付｡
○交付券の提示。
○補装具の製作。
○適合判定。
○補装具の引渡し。
○費用徴収金の支払。
○費用の請求。
○支払。

○町は申請受付のみ、県が事務処理。
○認定の場合､交付決定通知書を送付。却下の場合､
　却下通知書を送付。
○補助金請求書を知事が受理後対象者に支払。

○判定書送付。
○見積書の提出。
○委託通知。
○判定通知書･交付券の交付｡
○交付券の提示。
○補装具の製作。
○適合判定。
○補装具の引渡し。
○費用徴収金の支払。
○費用の請求。
○支払。

○自動車操作訓練扶助費　　限度額　20,000円

○身体障害者に対し、自動車運転免許の取得に要す
　る費用の一部を給付する。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

○身体障害者に対し、自動車運転免許の取得に要す
　る費用の一部を給付する。

課　　題

○自動車操作訓練扶助費　　限度額　20,000円

　県内に居住地を有する障害等級概ね４級以上の身
　体障害者で次の各号のいずれかに該当する者。

三 加 茂 町

○免許の取得により、就労が見込まれる等社会活動
　への参加に効果があると認められる者。
○障害者が自ら行う事業の経営に免許が必要と認め
　られる者。
○交通機関を利用して通勤又は通学することが著し
　く困難であるため自動車による通勤又は通学が必
　要な者であって免許を取得した者。

-
 
1
7
5
 
-



 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)助成額  (3)助成額
○限度額　100,000円 ○限度額　100,000円

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)経費負担  (5)経費負担
○なし ○なし

21．点字図書給付事業 21．点字図書給付事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象図書  (3)対象図書

 (4)給付限度  (4)給付限度

○一般図書に比べて高額である点字図書を視覚障害
　者に給付。

○月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書。○月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書。

○１人当たり年間６タイトル又は２４巻。ただし、
　辞書等一括購入する必要があるものを除く。

○身体障害者の自動車改造に関する費用の一部を助
　成。

○町は申請受付のみ、県が事務処理。
○認定の場合､交付決定通知書を送付。却下の場合､
　却下通知書を送付。
○申請者は事業完了後、実績報告書を提出。
○実績報告書を受理後、補助額を確定し対象者に支
　払。

○一般図書に比べて高額である点字図書を視覚障害
　者に給付。

具体的調整方針三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題三 加 茂 町

○主に情報の入手を点字によっている視覚障害者。

20．身体障害者用自動車改造費助成20．身体障害者用自動車改造費助成

○１人当たり年間６タイトル又は２４巻。ただし、
　辞書等一括購入する必要があるものを除く。

○身体障害者の自動車改造に関する費用の一部を助
　成。

　次の全てに該当する者
○身体障害者手帳の所持者。
○県内に住居を有する18歳以上の者。
○所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限
　額を超えない者。
○自らが所有し、運転する自動車の走向装置等の改
　造を必要とする者。

　次の全てに該当する者
○身体障害者手帳の所持者。
○県内に住居を有する18歳以上の者。
○所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限
　額を超えない者。
○自らが所有し、運転する自動車の走向装置等の改
　造を必要とする者。

○町は申請受付のみ、県が事務処理。
○認定の場合､交付決定通知書を送付。却下の場合､
　却下通知書を送付。
○申請者は事業完了後、実績報告書を提出。
○実績報告書を受理後、補助額を確定し対象者に支
　払。

○主に情報の入手を点字によっている視覚障害者。

-
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-



 (5)個人負担  (5)個人負担
○一般図書の購入価格相当額 ○一般図書の購入価格相当額

 (6)事務手順  (6)事務手順

 (7)経費負担  (7)経費負担

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象改造  (3)対象改造

 (4)助成額  (4)助成額

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

○重度身体障害者の住宅改造に要する経費への助成｡

○県3/4、町1/4　　※平成15年度実績なし

○玄関・便所・浴室・台所等
○車いす利用者の段差解消
○盲人用手すりの設置

22．重度身体障害者住宅改造助成事業22．重度身体障害者住宅改造助成事業

○肢体不自由者及び視覚障害者で身体障害者手帳１
　級又は２級所持者で、所得税非課税世帯に属する
　者。

○県3/4、町1/4　　※平成15年度実績なし

○対象改造費の2/3
　1件当たり最高限度額　900,000円
　　　※平成15年度実績なし

○肢体不自由者及び視覚障害者で身体障害者手帳１
　級又は２級所持者で、所得税非課税世帯に属する
　者。

○申請者は､出版施設に｢点字図書発行証明書」の送
　付を依頼し、その証明書を添えて町に申請する。
○町は給付台帳に必要事項を記載し、証明印を押印
　して申請者に交付する。
○申請者は証明書に自己負担額を添えて出版施設に
　申し込み、点字図書の給付を受ける。
○町は施設からの請求に基づき、点字図書価格から
　自己負担額を控除した額を支払う。

○対象改造費の2/3
　1件当たり最高限度額　900,000円
　　　※平成15年度実績なし

○申請者は､出版施設に｢点字図書発行証明書」の送
　付を依頼し、その証明書を添えて町に申請する。
○町は給付台帳に必要事項を記載し、証明印を押印
　して申請者に交付する。
○申請者は証明書に自己負担額を添えて出版施設に
　申し込み、点字図書の給付を受ける。
○町は施設からの請求に基づき、点字図書価格から
　自己負担額を控除した額を支払う。

三　好　町 具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

○重度身体障害者の住宅改造に要する経費への助成｡

○玄関・便所・浴室・台所等
○車いす利用者の段差解消
○盲人用手すりの設置

-
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-



 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支援対象  (3)支援対象

 (4)支援費  (4)支援費

 (5)個人負担  (5)個人負担

 (6)事務手順  (6)事務手順

 (7)経費負担  (7)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

具体的調整方針課　　題

　次の施設等への入所・通所
○身体障害者更生施設
○身体障害者療護施設
○身体障害者授産施設(小規模通所施設を除く)

○町へ申請を提出。
○町は区分決定のため利用者の聞き取り調査を行い､
　申請内容の審査と支給決定。
○受給者証の交付。
○利用者と事業者が直接契約し、サービスを利用。
○利用者が事業者へ個人負担額を支払い。
○支援費の請求により町が事業者へ支払い。

○居宅生活支援費の支給申請をしようとする身体障
　害者手帳所持者。

○国に定める支援基準により算定した額。

24．身体障害者居宅生活支援事業

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

○町へ申請を提出。
○町は区分決定のため利用者の聞き取り調査を行い､
　申請内容の審査と支給決定。
○受給者証の交付。
○利用者と事業者が直接契約し、サービスを利用。
○利用者が事業者へ個人負担額を支払い。
○支援費の請求により町が事業者へ支払い。

○国に定める支援基準により算定した額。

24．身体障害者居宅生活支援事業

○国に定める基準により算定した額。

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

23．身体障害者施設訓練等支援事業

○身体障害者が自らサービスを選び、契約によるサ
　ービス提供事業者との対等な関係に基づいたサー
　ビスの利用に対して支援を行う。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

23．身体障害者施設訓練等支援事業

三　好　町 三 加 茂 町

○居宅生活支援費の支給申請をしようとする身体障
　害者手帳所持者。

○施設訓練等支援費の支給申請をしようとする身体
　障害者。

○身体障害者が自らサービスを選び、契約によるサ
　ービス提供事業者との対等な関係に基づいたサー
　ビスの利用に対して支援を行う。

　次の施設等への入所・通所
○身体障害者更生施設
○身体障害者療護施設
○身体障害者授産施設(小規模通所施設を除く)

○施設訓練等支援費の支給申請をしようとする身体
　障害者。

○国に定める基準により算定した額。

-
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-



 (3)支援対象  (3)支援対象

 (4)支援費  (4)支援費

 (5)個人負担  (5)個人負担

 (6)事務手順  (6)事務手順

 (7)経費負担  (7)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

25．知的障害者施設等支援事業 25．知的障害者施設等支援事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支援対象  (3)支援対象

 (4)支援費  (4)支援費

 (5)個人負担  (5)個人負担

具体的調整方針

○身体障害者居宅介護等事業(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ)
○身体障害者デイサービス事業
○身体障害者短期入所事業(ショートステイ)

○国に定める支援基準により算定した額。

○国に定める支援基準により算定した額。

○国に定める基準により算定した額。

　次の施設等への入所・通所。
○知的障害者更正施設
○知的障害者授産施設(小規模授産通所施設除く)
○知的障害者通勤寮
○心身障害者福祉協会が設置する福祉施設

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○身体障害者居宅介護等事業(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ)
○身体障害者デイサービス事業
○身体障害者短期入所事業(ショートステイ)

○国に定める支援基準により算定した額。

○国に定める支援基準により算定した額。

課　　題三 加 茂 町

　次の施設等への入所・通所。
○知的障害者更正施設
○知的障害者授産施設(小規模授産通所施設除く)
○知的障害者通勤寮
○心身障害者福祉協会が設置する福祉施設

○施設訓練等支援費の支給申請をしようとする18歳
　以上の知的障害者。

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

○国に定める基準により算定した額。

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

○知的障害者が自らサービスを選び、契約によるサ
　ービス提供事業者との対等な関係に基づいたサー
　ビスの利用に対して支援を行う。

○国に定める基準により算定した額。

○知的障害者が自らサービスを選び、契約によるサ
　ービス提供事業者との対等な関係に基づいたサー
　ビスの利用に対して支援を行う。

○施設訓練等支援費の支給申請をしようとする18歳
　以上の知的障害者。

○国に定める基準により算定した額。
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 (6)事務手順  (6)事務手順

 (7)経費負担  (7)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支援対象  (3)支援対象

 (4)支援費  (4)支援費

 (5)個人負担  (5)個人負担

 (6)事務手順  (6)事務手順

 (7)経費負担  (7)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

27．障害児居宅生活支援事業 27．障害児居宅生活支援事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。○障害児が自らサービスを選び、契約によるサービ
　ス提供事業者との対等な関係に基づいたサービス
　の利用に対して支援を行う。

○国に定める基準により算定した額。○国に定める基準により算定した額。

○障害児が自らサービスを選び、契約によるサービ
　ス提供事業者との対等な関係に基づいたサービス
　の利用に対して支援を行う。

26．知的障害者居宅生活支援事業

課　　題

○居宅生活支援費の支給申請をしようとする18歳以
　上の知的障害者。
○グループホームは15歳以上の者｡

○国に定める支援基準により算定した額。

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

三　好　町

○25．知的障害者施設等支援事業に同じ。

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

26．知的障害者居宅生活支援事業

○知的障害者居宅介護等事業(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ)
○知的障害者デイサービス事業
○知的障害者短期入所事業(ショートステイ)
○知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)

○知的障害者居宅介護等事業(ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ)
○知的障害者デイサービス事業
○知的障害者短期入所事業(ショートステイ)
○知的障害者地域生活援助事業(グループホーム)

○25．知的障害者施設等支援事業に同じ。

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

具体的調整方針三 加 茂 町

○国に定める支援基準により算定した額。

○居宅生活支援費の支給申請をしようとする18歳以
　上の知的障害者。
○グループホームは15歳以上の者｡

-
 
1
8
0
 
-



 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支援対象  (3)支援対象

 (4)支援費  (4)支援費

 (5)個人負担  (5)個人負担

 (6)事務手順  (6)事務手順

 (7)経費負担  (7)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)申請場所  (2)申請場所
○町役場窓口 ○町役場窓口

 (3)事務手順  (3)事務手順

 (4)経費負担  (4)経費負担
○なし ○なし

○国に定める支援基準により算定した額。

○申請者が申請書に必要書類を添えて申請。
○確認し、県精神保健センターへ進達。
 ･毎月1～15日の受付分　　当該月20日までに進達
 ･毎月15日～月末の受付分　当該月5日までに進達

○申請者が申請書に必要書類を添えて申請。
○確認し、県精神保健センターへ進達。
 ･毎月1～15日の受付分　　当該月20日までに進達
 ･毎月15日～月末の受付分　当該月5日までに進達

○児童居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
○児童デイサービス事業
○児童短期入所事業(ショートステイ)

○精神科の病気の通院医療に必要な医療費のうち、
　医療保険と県とが負担する95％分についての申請
　事務。

○国に定める基準により算定した額。

28．精神障害者通院医療費公費負担申請事務

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

具体的調整方針

○居宅生活支援費の支給申請をしようとする18歳未
　満の身体・知的障害児。

課　　題三 加 茂 町三　好　町

○居宅生活支援費の支給申請をしようとする18歳未
　満の身体・知的障害児。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

28．精神障害者通院医療費公費負担申請事務

○児童居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)
○児童デイサービス事業
○児童短期入所事業(ショートステイ)

○国に定める基準により算定した額。

○国に定める支援基準により算定した額。

○23．身体障害者施設訓練等支援事業に同じ。

○精神科の病気の通院医療に必要な医療費のうち、
　医療保険と県とが負担する95％分についての申請
　事務。

-
 
1
8
1
 
-



29．精神障害者短期入所事業 29．精神障害者短期入所事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者
○在宅の精神障害者 ○在宅の精神障害者

 (3)利用期間  (3)利用期間
○原則７日以内 ○原則７日以内

 (4)個人負担  (4)個人負担
○飲食物費相当額 ○飲食物費相当額

 (5)個人負担の減免  (5)個人負担の減免

 (6)事務手順  (6)事務手順

 (7)経費負担  (7)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

30．精神障害者居宅介護等事業 30．精神障害者居宅介護等事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

○精神障害者が居宅において日常生活を営むことが
　できるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパ
　ーを派遣して、食事や身体の清潔の保持等の介護
　その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与。

○居宅での介護等を受けることが一時的に困難とな
　った精神障害者の精神障害者生活訓練施設等への
　短期間の入所。

○生活保護世帯に属する者で、介護者の社会的理由
　(疾病・出産等)による利用の場合｡

○当該精神障害者又はその者が属する世帯の生活中
　心者からの申込みにより町が受付。
　　　(運営主体を経由して申込みを受付可能。）
○要綱を基に必要性を検討し短期入所の要否決定。
○運営主体は利用者に対し介護等の内容を説明し、
　利用者の同意を得て、利用契約を締結。
○実績なし

三 加 茂 町

○原則、精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障
　害者又は精神障害を事由とする年金受給者で、介
　助等の便宜を必要とする者。

○生活保護世帯に属する者で、介護者の社会的理由
　(疾病・出産等)による利用の場合｡

課　　題

○当該精神障害者又はその者が属する世帯の生活中
　心者からの申込みにより町が受付。
　　　(運営主体を経由して申込みを受付可能。）
○要綱を基に必要性を検討し短期入所の要否決定。
○運営主体は利用者に対し介護等の内容を説明し、
　利用者の同意を得て、利用契約を締結。
○実績なし

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

○精神障害者が居宅において日常生活を営むことが
　できるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパ
　ーを派遣して、食事や身体の清潔の保持等の介護
　その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与。

○居宅での介護等を受けることが一時的に困難とな
　った精神障害者の精神障害者生活訓練施設等への
　短期間の入所。

三　好　町

○原則、精神障害者保健福祉手帳を所持する精神障
　害者又は精神障害を事由とする年金受給者で、介
　助等の便宜を必要とする者。
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 (3)便宜内容  (3)便宜内容

 (4)個人負担  (4)個人負担

金額 金額

無料 無料

無料 無料

250円 250円

400円 400円

650円 650円

850円 850円

950円 950円

 (5)事務手順  (5)事務手順

利用者世帯区分

○当該精神障害者又はその者が属する世帯の生活中
　心者からの申込みにより町が受付。
　　　　　(運営主体を経由して申込み受理可能。）
○要綱を基にその必要性を検討し、要否決定。
○利用者に対する派遣回数、時間数及び供与される
　便宜内容、費用負担区分を決定。
○利用者に対し「精神障害者居宅介護等利用者証」
　を交付し、利用者はこれを運営主体に提示して利
　用に関する手続を行う。
○運営主体は便宜の選択に関する説明を行い、利用
　者の同意を得て契約締結。

○家事に関すること
 ･調理
 ･生活必需品の買い物
 ･衣類の洗濯、補修
 ･住居等の掃除、整理整頓
 ･その他必要な家事
○身体の介護に関すること
 ･身体の清潔の保持等の援助
 ･通院、交通や公共機関の利用等の援助
 ･その他必要な身体の介護
○相談及び助言に関すること
 ･生活、身上、介護に関する相談、助言

利用者世帯区分

生活保護法被保護世帯(単給世帯含む)

○家事に関すること
 ･調理
 ･生活必需品の買い物
 ･衣類の洗濯、補修
 ･住居等の掃除、整理整頓
 ･その他必要な家事
○身体の介護に関すること
 ･身体の清潔の保持等の援助
 ･通院、交通や公共機関の利用等の援助
 ･その他必要な身体の介護
○相談及び助言に関すること
 ･生活、身上、介護に関する相談、助言

140,001円以上

10,000円以下

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

１時間当たり

三　好　町 具体的調整方針課　　題

生活保護法被保護世帯(単給世帯含む)

10,001円～30,000円

80,001円～140,000円

○当該精神障害者又はその者が属する世帯の生活中
　心者からの申込みにより町が受付。
　　　　　(運営主体を経由して申込み受理可能。）
○要綱を基にその必要性を検討し、要否決定。
○利用者に対する派遣回数、時間数及び供与される
　便宜内容、費用負担区分を決定。
○利用者に対し「精神障害者居宅介護等利用者証」
　を交付し、利用者はこれを運営主体に提示して利
　用に関する手続を行う。
○運営主体は便宜の選択に関する説明を行い、利用
　者の同意を得て契約締結。

140,001円以上

80,001円～140,000円

　
生
計
中
心
者
の

　
　
前
年
所
得
税
年
額

非課税

10,000円以下

　
生
計
中
心
者
の

　
　
前
年
所
得
税
年
額

30,001円～80,000円

10,001円～30,000円

30,001円～80,000円

非課税

１時間当たり

三 加 茂 町
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 (6)委託先  (6)委託先
○町社会福祉協議会 ○町社会福祉協議会

 (7)運営補助金  (7)運営補助金

 (8)経費負担  (8)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)援助内容  (3)援助内容

 (4)個人負担  (4)個人負担

 (5)事務手順  (5)事務手順

○精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日
　常生活を適切に援助する能力を有する世話人の配
　置。
○食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等､
　日常生活に必要な援助。

　次の全てに該当する精神障害者
○日常生活上の援助を受けないで生活することが不
　可能又は適当でない者。
○一定程度の自活能力があり、数人で共同生活を送
　ることに支障がない者。
○日常生活を維持するに足りる収入があること。

○運営主体の長は、あらかじめ入居者に対し援助の
　提供にかかる重要事項について説明を行い、書面
　によって契約を締結する。
○医師により記載された留意事項の意見書を求める｡
○入居する者の町長に開始報告書を意見書を添えて
　提出する。
○平成15年度実績なし

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

○家賃・飲食物費・光熱水費及びその他共通経費。

○地域にて精神障害者グループホーム（共同生活を
　営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助
　体制を整えた形態｡)での生活を営む精神障害者に
　対し、日常生活における援助等を行う。

三　好　町

○家賃・飲食物費・光熱水費及びその他共通経費。

　次の全てに該当する精神障害者
○日常生活上の援助を受けないで生活することが不
　可能又は適当でない者。
○一定程度の自活能力があり、数人で共同生活を送
　ることに支障がない者。
○日常生活を維持するに足りる収入があること。

○精神障害者に理解があり、数人の精神障害者の日
　常生活を適切に援助する能力を有する世話人の配
　置。
○食事の世話、服薬指導、金銭出納に関する助言等､
　日常生活に必要な援助。

○国の要綱により利用に応じて補助

31．精神障害者地域生活援助事業

○運営主体の長は、あらかじめ入居者に対し援助の
　提供にかかる重要事項について説明を行い、書面
　によって契約を締結する。
○医師により記載された留意事項の意見書を求める｡
○入居する者の町長に開始報告書を意見書を添えて
　提出する。
○平成15年度実績なし

具体的調整方針

○国の要綱により利用に応じて補助

31．精神障害者地域生活援助事業

○地域にて精神障害者グループホーム（共同生活を
　営む精神障害者に対し、食事の世話等の生活援助
　体制を整えた形態｡)での生活を営む精神障害者に
　対し、日常生活における援助等を行う。
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 (6)経費負担  (6)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

32．身体障害者会 32．身体障害者会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三好町身体障害者会 ○三加茂町身体障害者会 ・

・
 (2)会員  (2)会員
○２５７人(H16,4,1現在） ○２３０人

 (3)役員  (3)役員

 (4)事業  (4)事業
・差異がある。

 (5)補助金  (5)補助金
○年額　70,000円 ・差異がある。

 (6)経費負担  (6)経費負担
○全額町費 ○全額町費

33．障害児(者)育成会 33．障害児(者)育成会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三好町あすなろ会 ・

・
 (2)目的  (2)目的

・差異がある。

三 加 茂 町

○年額100,000円

○総会・役員会
○研修会
○国・県・郡身体障害者各種スポーツ大会参加
○身体障害者会の組織強化
○会員相互の交流
○その他

○知的障害児(者)の福祉を増進すること。

○会　長　　　１人
○副会長　　　３人
○理　事　　　若干名
○会　計　　　１人
○幹　事　　　２人
○顧　問　　　１人
　※社会福祉課が事務局

○会　長　　　　１人
○副会長　　　　５人
○理　事　　　３５人
○幹　事　　　　２人
○会　計(役場)　１人
　※厚生課が事務局

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

課　　題

○総　会
○運動会
○研修会
○スポーツ事業

具体的調整方針

○三加茂町育成会くすのき会 公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

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。

○ハンディを背負う障害者と親家族が集い、組織的
　に研修サークル活動等を展開する。

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。

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。
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 (3)会員  (3)会員

 (4)役員  (4)役員
・差異がある。

 (5)事業  (5)事業
・差異がある。

 (6)運営費  (6)運営費
○会費、町補助金、賛助会費 ・差異がある。

 (7)町補助金  (7)町補助金
○年額　40,000円 ○町年額　　70,000円 ・差異がある。

 (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費

34．障害者計画 34．障害者計画
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)策定  (2)策定
○平成15年度策定(H16年3月)　計画期間H15～19年度

具体的調整方針課　　題

○知的障害児(者)の相談及び地域社会の啓発。
○関係団体及び関係機関との連絡協調。
○県及び郡育成会に加入し綿密な連携と協力を図る｡
○各種学級及び充実等、その運営に関する協力。
○各種学級及び施設に入所者に対する指導援助。
○講演会及び研修会の開催。
○その他知的障害児(者)の福祉向上のため必要な事
　業。

○組織の充実強化
○在宅児者及び在所者在学者への援助・激励
○当該児者の社会参加と親睦活動
○相談及び啓発活動の推進
○各種大会会議への参加
○奉仕活動の実施
○各種研修会への参加

○｢人にやさしい福祉のまちづくり｣を推進するため､
　環境づくり、自立の促進、社会参加の３点を基本
　目標とし、施策の重点的な推進を図るため策定。

○｢人にやさしい福祉のまちづくり｣を推進するため､
　環境づくり、自立の促進、社会参加の３点を基本
　目標とし、施策の重点的な推進を図るため策定。

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。

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○幹　事　　２人
○会　計　　２人
　※厚生課が事務局

○正会員　  ２０人
○賛助会員  ２０人

○正会員　　　　９人
○賛助会員　１６１人

○平成15年度策定(H16年3月)　計画期間H15～19年度

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○幹　事　　２人
○顧　問　　１人
　※社会福祉協議会が事務局

○町補助金、社協補助金、賛助会費

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

-
 
1
8
6
 
-



 (3)計画推進協議会  (3)計画推進協議会
○人員　１９人 該当なし ・三好町のみ設置。

 (4)経費負担  (4)経費負担
○全額町費 ○全額町費

35．データ管理 35．データ管理
・ ・

○活動内容
 ･策定会議を１回開催

○報酬
 ･なし

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。

○エクセルにて名簿等を作成し、県等へ各種手当て
　の給付申請や実績報告を行っている。
○給付等の台帳を作成し管理を行っている。

三　好　町

○構成
 ･池田保健所長
 ･福祉事務所障害福祉係長
 ･民生・児童委員協議会会長
 ･町議会文教厚生常任委員長
 ･社会福祉施設代表
 ･老人クラブ連合会長
 ･婦人連合会長
 ･身体障害者会会長、副会長
 ･ボランティア連絡協議会長
 ･手をつなぐ育成会会長
 ･町長(社会福祉協議会長)
 ･助役
 ･教育委員会次長
 ･社会福祉協議会事務局長
 ･在宅介護支援センター代表
　　※町長が任命

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

現状のままでは、合併後各総合窓
口において紹介業務等が困難。

○役員
 ･会　長　　１人
 ･副会長　　１人

○エクセルにて名簿等を作成し、県等へ各種手当て
　の給付申請や実績報告を行っている。
○給付等の台帳を作成し管理を行っている。

三 加 茂 町

-
 
1
8
7
 
-



１．児童手当 １．児童手当
 (1)概要  (1)概要

 (2)対象者  (2)対象者
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (3)支給額  (3)支給額

 (4)支給時期  (4)支給時期

 (5)事務手順  (5)事務手順
○認定請求受付
 ･出生や転入等により申請資格が発生した場合、認
　定請求書を受付。
 ･書類審査し、電算システムによる入力(税情報(住
　民税ｼｽﾃﾑ)及び町県民税申告書により所得審査)。
 ･認定もしくは却下通知書を申請者へ送付。

○認定請求受付
 ･出生や転入等により申請資格が発生した場合、認
　定請求書を受付。
 ･書類審査し、電算システムによる入力(税情報(住
　民税ｼｽﾃﾑ)及び町県民税申告書により所得審査)。
 ･認定もしくは却下通知書を申請者へ送付。

健康福祉部会 児童・母子福祉分科会

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○児童の養育者に手当を支給する。 ○児童を養育者に手当を支給する。

三 加 茂 町

○毎年2・6・10月(原則)(各月の前月分までを支給)

協　議　項　目

調整方針（案）

　児童・母子福祉関係

（１）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。
（２）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。
（３）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。
（４）地域子育て支援セン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うえ合併までに調整し、新町においても実施する。
（５）子ども未来２１子育て支援事業については、県と協議のうえ合併までに調整し、新町においても実施する。
（６）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。
（７）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。

○小学校第３学年終了前児童の養育者。
○所得制限
 ･非被用者(国民年金等加入者)で他の扶養親族なし
　◇前年度所得301万円未満
　　 (扶養が１人増すごとに38万円加算)
 ･被用者(サラリーマン等)で扶養親族なし
　◇前年度所得460万円未満
　　 (扶養が１人増すごとに38万円加算)
　※一定の控除があり、限度額は年によって変更さ
　　れることがある。

○小学校第３学年終了前児童の養育者。
○所得制限
 ･非被用者(国民年金等加入者)で他の扶養親族なし
　◇前年度所得301万円未満
　　 (扶養が１人増すごとに38万円加算)
 ･被用者(サラリーマン等)で扶養親族なし
　◇前年度所得460万円未満
　　 (扶養が１人増すごとに38万円加算)
　※一定の控除があり、限度額は年によって変更さ
　　れることがある。

○毎年2・6・10月(原則)(各月の前月分までを支給)

○第１子　　　月額 5,000円
○第２子　　　月額 5,000円
○第３子以降　月額10,000円

○第１子　　　月額 5,000円
○第２子　　　月額 5,000円
○第３子以降　月額10,000円

-
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-



 (6)経費負担  (6)経費負担

具体的調整方針

○支払事務
 ･電算システムにより毎月末日頃に認定、額改定、
　消滅却下者リストを印刷作成し、振込明細、支払
　者リスト、支払通知書を印刷。
 ･銀行より受給者へ支給。
 ･支払通知書を送付。

○支払事務
 ･電算システムにより毎月末日頃に認定、額改定、
　消滅却下者リストを印刷作成し、振込明細、支払
　者リスト、支払通知書を印刷。
 ･銀行より受給者へ支給。
 ･支払通知書を送付。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○国庫負担金
○県負担金
○一部町費

○国庫負担金
○県負担金
○一部町費

○小学校第３学年終了時死亡
 ･住基システムと連動しているため、事由発生と同
　時に行われる。
 ･支給事由消滅通知書送付。

課　　題

○受給者転出
 ･転出市町村へ提出書類指導(児童手当用所得証明
　等)。
 ･支給事由消滅は、住基システムと連動しているた
　め、転出と同時に行われる。
 ･支給事由消滅通知書送付。

三 加 茂 町

○小学校第３学年終了時死亡
 ･住基システムと連動しているため、事由発生と同
　時に行われる。
 ･支給事由消滅通知書送付。

○現況届受付
 ･広報に掲載（6月）
 ･全受給者に対し6月初旬、現況届を送付。
 ･書類審査し電算システムによる入力(税情報(住民
　税システム)により所得審査)。
 ･却下通知書を申請者へ送付(継続認定は通知しな
　い)。
(･前年度却下者に対し､毎年5月初旬、認定請求案内
　を通知）
(･認定もしくは却下通知書を申請者へ送付)
　　※各通知書には、毎月末に作成し送付する。

○現況届受付
 ･広報に掲載（6月）
 ･全受給者に対し6月初旬、現況届を送付。
 ･書類審査し電算システムによる入力(税情報(住民
　税システム)により所得審査)。
 ･却下通知書を申請者へ送付(継続認定は通知しな
　い)。
(･前年度却下者に対し､毎年5月初旬、認定請求案内
　を通知）
(･認定もしくは却下通知書を申請者へ送付)
　　※各通知書には、毎月末に作成し送付する。

○額改定請求
 ･支給要件児童の異動により申請資格が発生した場
　合、額改定請求書を受付。
 ･書類審査し、電算システムによる入力。
 ･改定通知を申請者へ送付。

○受給者転出
 ･転出市町村へ提出書類指導(児童手当用所得証明
　等)。
 ･支給事由消滅は、住基システムと連動しているた
　め、転出と同時に行われる。
 ･支給事由消滅通知書送付。

○額改定請求
 ･支給要件児童の異動により申請資格が発生した場
　合、額改定請求書を受付。
 ･書類審査し、電算システムによる入力。
 ･改定通知を申請者へ送付。

-
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-



２．児童扶養手当 ２．児童扶養手当
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)支給時期  (3)支給時期

 (4)支給額  (4)支給額

 (5)事務手順  (5)事務手順

具体的調整方針三 加 茂 町三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

○経済的支柱である父と生計を同じくしていない児
　童が育成される世帯に手当を支給する。

○4・8・12月(各前月まで分を県から支給)

　次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で
定める程度の障害の状態にある児童を扶養している
母や、母に代わってその児童を養育している方。
○父母の離婚後、父と生計を同じくしていない児童｡
○父が死亡した児童
○父が重度障害にある児童。
○父が生死不明である児童。
○父から引き続き１年以上遺棄されている児童。
○父が引き続き１年以上拘禁されている児童。
○母が婚姻によらないで生まれた児童。
○父母とも不明である児童。
 ･現在31人
 ･所得制限　国の基準による

○経済的支柱である父と生計を同じくしていない児
　童が育成される世帯に手当を支給する。

○認定請求書受付・受理、調書作成、福祉事務所へ
　進達
○各種届の受付・受理、進達
○現況届の受付・受理、審査、公簿との照合、進達
○福祉事務所より審査結果・認定通知等の本人への
　伝達・送付
○年齢到達の資格喪失については職権によることも
　ある

○認定請求書受付・受理、調書作成、福祉事務所へ
　進達
○各種届の受付・受理、進達
○現況届の受付・受理、審査、公簿との照合、進達
○福祉事務所より審査結果・認定通知等の本人への
　伝達・送付
○年齢到達の資格喪失については職権によることも
　ある

　次の条件にあてはまる18歳に達する日以後の最初
の3月31日までの間にある児童又は20歳未満で政令で
定める程度の障害の状態にある児童を扶養している
母や、母に代わってその児童を養育している方。
○父母の離婚後、父と生計を同じくしていない児童｡
○父が死亡した児童
○父が重度障害にある児童。
○父が生死不明である児童。
○父から引き続き１年以上遺棄されている児童。
○父が引き続き１年以上拘禁されている児童。
○母が婚姻によらないで生まれた児童。
○父母とも不明である児童。
 ･現在84人
 ･所得制限　国の基準による

○児童１人のとき
 ･全額支給　　月額42,000円
 ･一部支給　　月額41,990円～9,990円
○児童２人の場合
 ･全額支給　　月額45,000円
 ･一部支給　　月額46,990円～14,990円
○児童３人以上の場合
　2人の場合の額に児童1人につき月額3,000円

○児童１人のとき
 ･全額支給　　月額42,000円
 ･一部支給　　月額41,990円～9,990円
○児童２人の場合
 ･全額支給　　月額45,000円
 ･一部支給　　月額46,990円～14,990円
○児童３人以上の場合
　2人の場合の額に児童1人につき月額3,000円

○4・8・12月(各前月まで分を県から支給)

-
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 (6)経費負担  (6)経費負担
○なし ○なし

３．母子(寡婦)福祉資金貸付 ３．母子(寡婦)福祉資金貸付
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

・町は事務手続のみ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象資金  (3)対象資金

 (4)事務手順  (4)事務手順
○申請等書類受付
○書類審査
○意見書･調査書(各地区母子協力員に調査依頼)
○福祉事務所進達
○貸付決定(不承認)通知書・借用書
○福祉事務所進達(借用書)

○申請等書類受付
○書類審査
○意見書･調査書(各地区母子協力員に調査依頼)
○福祉事務所進達
○貸付決定(不承認)通知書・借用書
○福祉事務所進達(借用書)

具体的調整方針三 加 茂 町三　好　町

○母子家庭の母
○20歳以上の子を扶養している寡婦
○父母のいない20歳未満の子ども

○母子家庭の母
○20歳以上の子を扶養している寡婦
○父母のいない20歳未満の子ども

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○現に児童を扶養している配偶者のない女子に対し､
　所要の資金を貸し付ける。

○現に児童を扶養している配偶者のない女子に対し､
　所要の資金を貸し付ける。

課　　題

○事業開始
○事業継続
○就職支度
○修学
○技能取得
○修行
○療養
○生活
○住宅
○転宅
○児童扶養(母子のみ)
○修学支度
○結婚資金
　※全13種類で、資金ごとに貸付限度額・貸付期間
　　・償還期間・利子等の条件が異なる。
　※現在　修学２件

○事業開始
○事業継続
○就職支度
○修学
○技能取得
○修行
○療養
○生活
○住宅
○転宅
○児童扶養(母子のみ)
○修学支度
○結婚資金
　※全13種類で、資金ごとに貸付限度額・貸付期間
　　・償還期間・利子等の条件が異なる。
　※現在　修学０件

-
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 (5)償還方法  (5)償還方法

 (6)経費負担  (6)経費負担
○なし ○なし

４．母子世帯小口資金の貸付 ４．母子世帯小口資金の貸付
 (1)概要 未実施 ・三加茂町は未実施。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者
○母子世帯

 (3)貸付額

 (4)貸付期間

 (5)事務手順

○貸付終了(卒業)後、一定の措置期間後、償還開始｡
○月賦・半年賦・年賦。(資金の種類により異なる)
○償還期間は資金ごとに異なるが、最長10年。
　※償還事務に関しては、福祉事務所が行っている｡

○県貸付資金・町貸付資金・母子世帯貸付資金とも
　に貸付期間は１年以内で年度を越えないものとす
　る。

○１世帯１回あたり　原則10,000～50,000円
○無利子

○貸付終了(卒業)後、一定の措置期間後、償還開始｡
○月賦・半年賦・年賦。(資金の種類により異なる)
○償還期間は資金ごとに異なるが、最長10年。
　※償還事務に関しては、福祉事務所が行っている｡

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○母子世帯が小額の資金を緊急に必要とするとき、
　町における母子世帯の応急的な経済援助を図る為
　に必要な資金として貸し付ける。
○県より町が資金を借り受け、それと同額を町が足
　して町内にある２つの母子会に資金として貸し付
　け、それを母子会にて母子世帯に貸し付ける。毎
　年精算。

課　　題三 加 茂 町 具体的調整方針

ただし、三加茂町については、関
係団体との協議を行う。

○町母子会からの貸し付け申請等書類受付
○書類審査
○福祉事務所へ資金貸付申請
○貸付決定通知書・借用書
○母子会への貸付・借用書
○母子会から町及び福祉事務所へ償還

-
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 (6)財源内訳

５．母子寡婦福祉連合会 ５．母子寡婦福祉連合会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・

・

 (2)目的  (2)目的

 (3)事業内容  (3)事業内容
・

 (4)会員  (4)会員

 (5)役員構成  (5)役員構成
・差異がある。

 (6)町補助金  (6)町補助金
・差異がある。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

○加茂母子会
○三庄母子会

母子世帯小口資金貸付事業の取扱
い

○加茂母子会　　不明
○三庄母子会　　不明

○加茂母子会　年額30,000円
○三庄母子会　年額30,000円
　※全額町費

　両団体とも
○会　長　　１人
○副会長　　２人
○会　計　　１人
○理　事　　若干名
○幹　事　　２人
　※事務局は会員が担当

課　　題

○会員の相互扶助に努め、母子家庭及び寡婦の福祉
　増進を図り、地域社会の発展に貢献する。

○母子家庭及び寡婦の抱える共通の問題をみんなで
　協力しあって解決し、親睦と生活の向上を図るた
　めの自主的な研修会及び、各種事業を活発協力に
　推進し、地域社会の発展に貢献する。

○母子家庭を対象とした事業
○母子寡婦福祉連合会会員を対象とした事業
○各種事業の参加
○視察研修
○母子世帯小口資金貸付事業
○その他

○母子家庭を対象とした事業
○母子寡婦福祉連合会会員を対象とした事業
○各種事業の参加
○視察研修
○その他

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。公共的団体の取扱いにおいて、で

きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

○会　長　　１人
○副会長　　１人
　※事務局は役場・会員が担当

○昼間白百合会　　　　　　年額63,000円
○足代母子寡婦福祉連合会　年額45,000円
　※全額町費

○昼間白百合会　　　　　１２３人
○足代母子寡婦福祉連合会　８０人

○資金400,000円(県町各1/2)
○貸付
 ･昼間白百合会　　　　　　200,000円
 ･足代母子寡婦福祉連合会　200,000円

具体的調整方針

○昼間白百合会
○足代母子寡婦福祉連合会

-
 
1
9
3
 
-



６．地域子育て支援センター事業 ６．地域子育て支援センター事業
未実施  (1)概要 ・三好町は未実施。 ・

 (2)対象者

 (3)事業内容

 (4)個人負担
○なし

 (5)委託先
○みのり乳児園

 (6)委託料・補助金
○補助金　年額7,994,000円

 (7)経費負担
○国2/3、町1/3

課　　題

○地域との繋がりを保ち、保育所の環境を利用して
　親子で遊んだり、保護者間の交流や子育ての悩み
　相談等を行う。

○在宅で子育て中の児童とその保護者。

○みかも保育所内地域子育て支援センター
 ･場所　みかも保育所
 ･内容
　◇園庭開放　　　毎月第1､第3火曜日 9:30～11:00
　◇電話相談　　　毎週月～金 9:30～15:00
　◇情報誌発行　　年６回
　◇子育て講演会　年1～2回

○みのり乳児園内地域子育て支援センター
 ･場所　みのり乳児園(委託)
 ･内容
　◇園庭開放　　　　毎週月､金曜日 10:00～11:30
　◇電話相談
　◇情報誌発行　　　年６回
　◇子育て講演会　　年１回
　◇子育て井戸端会議
　　　　　 　　毎月第1、第3水曜日 10:00～11:30
　◇ふれあい遠足　　年１回
　◇子育てサークル　月１回

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 具体的調整方針

実施時期及び規模について国及び
県と協議のうえ合併までに調整
し、新町においても実施する。

-
 
1
9
4
 
-



 (1)事業名 未実施 ・三加茂町は未実施。 ・
○わんぱく教室

 (2)概要

 (3)対象者

 (4)実施施設

 (5)事業内容

 (6)個人負担
○なし

 (7)経費負担
○県1/2、町1/2

三　好　町

○児童クラブの開いていない午前中を利用し、在宅
　の親子が毎週１回集まり、親たちは他の親たちと
　育児の話をする機会を持たせ、子どもたちは互い
　に交じり合って一緒に遊ぶ機会を得させることに
　よって、親と子どもに貴重な社会的機会を与え、
　育児不安解消を図る。

県と協議のうえ合併までに調整
し、新町においても実施する。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○昼間児童クラブ
 ･毎週水曜日
 ･10:00～12:00

具体的調整方針課　　題

７．子ども未来２１子育て支援事業 ７．子ども未来２１子育て支援事業

○主に保育所へ行っていない在宅の親子
○現在15組

○足代児童クラブ
 ･毎週金曜日
 ･10:00～12:00

○主に機会の提供で月に何回かは育児相談対応
○クリスマス会
○お別れ会
○七夕会

-
 
1
9
5
 
-



８．子育て支援短期支援事業 ８．子育て支援短期支援事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)事業内容  (2)事業内容

 (3)個人負担  (3)個人負担
○県の事業単価のとおり ○県の事業単価のとおり

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)委託先  (5)委託先
○加茂愛育園 ○加茂愛育園

 (6)委託料  (6)委託料
○県の事業単価のとおり ○県の事業単価のとおり

 (7)経費負担  (7)経費負担
○県3/4、町1/4 ○県3/4、町1/4

○保護者の病気、災害、出張等により家庭での子ど
　もの養育が一時的に困難になった場合、また児童
　を養育している家庭の保護者が仕事等の事由によ
　り帰宅が恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在
　の場合等に町が委託している社会福祉法人等に保
　育を依頼する。

○保護者の病気、災害、出張等により家庭での子ど
　もの養育が一時的に困難になった場合、また児童
　を養育している家庭の保護者が仕事等の事由によ
　り帰宅が恒常的に夜間にわたる場合や休日に不在
　の場合等に町が委託している社会福祉法人等に保
　育を依頼する。

○町社会福祉課にて利用希望者からの利用申請書を
　受付
○委託先へ通知
○利用者へ利用決定通知送付
○利用者は施設利用後確認票を町へ提出
○委託先より町に対して費用請求(個人負担金除く)
○町より委託先に利用人数に応じ委託料を支払う

○町社会福祉課にて利用希望者からの利用申請書を
　受付
○委託先へ通知
○利用者へ利用決定通知送付
○利用者は施設利用後確認票を町へ提出
○委託先より町に対して費用請求(個人負担金除く)
○町より委託先に利用人数に応じ委託料を支払う

○短期入所生活援助
○夜間養護

○短期入所生活援助
○夜間養護

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
 
1
9
6
 
-



９．放課後児童クラブ ９．放課後児童クラブ
 (1)概要 未実施 ・三好町のみ実施。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者

 (3)施設

 (4)開設時間

 (5)休館日

 (6)個人負担

 (7)負担減免

○日曜日及び祝日
○年末年始(12/29～1/3)
○その他町長が認める日

具体的調整方針

○町長が家庭の状況等により必要と認めた場合

○児童に対して授業の終了後に児童厚生施設等を利
　用して適切な遊び及び生活の場を与える。

○保護者が労働等により昼間家庭にいない幼稚園児
　及びおおむね小学４年生までの児童。
○特別の事情がある場合は小学６年生までの児童。

○幼稚園・小学校の登校日　放課後(12:00)～18:00
○幼稚園・小学校の休業日　7:30～18:00

○昼間児童クラブ
 ･基幹集落センター　大字昼間1790番地
 ･83人登録
 ･指導員　正規1人、臨時4人
○足代児童クラブ
 ･足代地区子育て支援拠点施設　大字足代2708番地
 ･72人登録
 ･指導員　臨時4人
○東山児童クラブ
 ･東山幼稚園　大字東山字中村90
 ･10人登録
 ･指導員　正規1人

○月額　2,800円
○おやつ代実費

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題

-
 
1
9
7
 
-



 (8)活動内容

 (9)事務手順

 (10)運営補助金

 (11)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3

 (12)運営委員会

○児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定に関す
　ること。
○遊びを通しての児童の自主性、社会性及び創造性
　の向上に関すること。
○児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡に
　関すること。
○その他児童の健全育成上必要な活動に関すること｡

○保護者からの入会申込書により受付
　　　　　　　　　　　　　　　(１年間契約前提)
○途中入会や短期(1日単位)入会についても随時受付
○特別の理由のない限り月３回まで登録可
○入会承諾書と負担金納付書を保護者に送付
○個人負担金は、出納室へ持参又は口座振込により
　徴収

○補助基本額
 ･児童10～19人　 956,000円
 ･児童20～35人 1,508,000円
○補助加算額
 ･大規模加算
　児童36人以上   957,000円
 ･土日祝日加算 　219,000円

○運営を適切かつ公正円滑に行うため設置し、町長
　に助言を行う。
○委員数
  昼間児童クラブ　　１５人
　足代児童クラブ　　１４人
　東山児童クラブ　　１０人
○任期　　１年
○町長が委嘱
○組織
 ･民生委員　３人(内１人は主任児童委員)
 ･小学校長(幼稚園長兼務)

具体的調整方針課　　題三 加 茂 町三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
 
1
9
8
 
-



10．児童館 10．児童館
未実施  (1)概要 ・三加茂町のみ実施。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者
○原則小学３年生まで

 (3)施設

 (4)開館時間
○9:00～17:00

 (5)休館日

 (6)個人負担

○地域児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進
　し、また情操を豊かにすると共に、かぎっ子対策
　の一助。

○教材費として1ヶ月　300円(3日以上利用の場合)
○おやつ代(幼稚園児のみ)　1回70円

○土・日曜日及び祝日
○年末年始(12/29～1/3)
○その他町長が認める日

 ･保護者代表(幼稚園から小学校の各学年より1人)
 ･社会福祉課長
 ･児童クラブ指導員全員
○役員
 ･会　長　　１人
 ･副会長　  １人
 ･事務局　　１人

○加茂児童館
 ･加茂2638
 ･154人登録
 ･職員　正規2人
○三庄児童館
 ･西庄字光吉1
 ･112人登録
 ･職員　正規2人､臨時1人

具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町三　好　町

-
 
1
9
9
 
-



 (7)事業内容

 (8)利用手続

 (9)運営補助金
該当なし

 (10)経費負担
○全額町費

11．母子生活支援施設 11．母子生活支援施設
未実施  (1)概要 ・三加茂町のみ実施。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者

 (3)施設

 (4)事業内容

 (5)入所手順

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○児童の保護に関すること。
○図書室を開設し、その利用を図るとともに、自主
　学習の場を与えること。
○児童に遊び場を与え、また遊戯指導をすること。
○その他町長が必要と認めること。

○町厚生課に申請する。
○町外者は該当町村の担当課に申請する。
○申請者は福祉事務所の母子担当者の面接を受ける
　ことが必要。
○福祉事務所が施設長の意見を聞き、入所決定。

○みかもハイツ
 ･加茂4298
 ･20世帯入所可能

○配偶者のない女子又はこれに準ずる事情(離婚調停
　中等)にある女子及びその者の監護すべき児童。

○保護者が利用申込書を提出し町長の許可を受ける｡

○配偶者のない女子及びその者の監護すべき児童を
　入所させ、それらの者を保護するとともに、これ
　らの者の自立促進のためにその生活を支援する。

○児童の保護に関すること。
○母子の健康管理に関すること。
○母子の生活向上と安定及び相互の親睦を図ること｡
○その他町長が必要と認めること。

三 加 茂 町三　好　町 課　　題 具体的調整方針

-
 
2
0
0
 
-



 (6)個人負担
○光熱水費、その他公益金

 (7)経費負担

 (1)概要  (1)概要
・新町に引き継ぐ。

 (2)策定  (2)策定

 (3)経費負担  (3)経費負担
○㈱サーベイリサーチセンター ○㈱サーベイリサーチセンター

 (4)委託料  (4)委託料

 (5)経費負担  (5)経費負担
○全額町費 ○全額町費

○年額1,596,000円(三加茂町分1/4 399,000円)

○平成15年7月に｢次世代育成対策推進法」が制定さ
　れ、各自治体が次世代育成支援のための具体的な
　｢行動計画｣を策定し、平成17年度から実施する。

○平成16年度策定及び公表
 ･計画期間H17～21年度
　※平成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｡(東部４町担当者及び委託会社)

○年額1,596,000円(三好町分1/4　399,000円)

○平成16年度策定及び公表
 ･計画期間H17～21年度
　※平成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｡(東部４町担当者及び委託会社)

○平成15年7月に｢次世代育成対策推進法」が制定さ
　れ、各自治体が次世代育成支援のための具体的な
　｢行動計画｣を策定し、平成17年度から実施する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

○県補助19,580,040円(Ｈ15)
○その他町費

12．次世代育成支援対策行動計画12．次世代育成支援対策行動計画

-
 
2
0
1
 
-



１．生活保護事業 １．生活保護事業
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)事務手順  (3)事務手順

 (4)事業内容  (4)事業内容
○生活保護受給者にかかる収入申告
○生活保護費(扶助費)資金前渡により保護金品交付
○生活保護支払清算
○移送費申請
○各種免除申請
○被保護世帯の所得状況実態調査
○診療給付券交付
○生活保護法による小・中学校の学校給食費調査
○戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
○介護保険相談　第１・２号保険者

○生活保護受給者にかかる収入申告
○生活保護費(扶助費)資金前渡により保護金品交付
○生活保護支払清算
○移送費申請
○各種免除申請
○被保護世帯の所得状況実態調査
○診療給付券交付
○生活保護法による小・中学校の学校給食費調査
○戸籍謄本・世帯全員の住民票の交付申請
○介護保険相談　第１・２号保険者

○全ての国民に対して最低生活を確保させ、国民生
　活を安定させるため申請手続きをする。

○全ての国民に対して最低生活を確保させ、国民生
　活を安定させるため申請手続きをする。

健康福祉部会 児童・母子福祉分科会

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町

　その他福祉事業関係協　議　項　目

調整方針（案）

（１）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。
（２）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。
（３）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。
（４）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。
（５）遺族会、軍恩会、傷痍軍人会、傷痍軍人妻の会、軍恩欠格者会及び厚生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。
（６）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。
（７）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。
（８）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。

○自分の収入だけでは最低生活が営めない世帯
  在宅受給者   43世帯
  施設受給者   18世帯

○自分の収入だけでは最低生活が営めない世帯
  在宅受給者   27世帯
  施設受給者   22世帯

○民生委員の協力により生活保護相談(調査所定記録
　用紙に記入)の受付
○生活の保護開始(変更)申請書(保護申請書に伴う調
　査・生活暦等添付)を池田福祉事務所長へ送付
○福祉事務所担当者面談調査後該当すれば保護決定

○民生委員の協力により生活保護相談(調査所定記録
　用紙に記入)の受付
○生活の保護開始(変更)申請書(保護申請書に伴う調
　査・生活暦等添付)を池田福祉事務所長へ送付
○福祉事務所担当者面談調査後該当すれば保護決定
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２．民生委員・児童委員協議会 ２．民生委員・児童委員協議会
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)委員数  (2)委員数

 (3)任期　  (3)任期　
○3年(平成19年11月30日迄)

 (4)組織  (4)組織

 (5)活動内容  (5)活動内容

 (6)補助金  (6)補助金
・差異がある。

国及び県と合併までに調整し、新
町発足時より統合する。

○3年(平成19年11月30日迄)

○会　長　 １人
○副会長 　１人
○監　事 　２人
　※事務局は社会福祉課

○県費(年額)
 ･会長活動費　　　11,920円
 ･委員活動費 (1人)60,300円
 ･協議会経費 (1人) 5,100円
 ･協議会活動費　 163,000円
○町費(年額)
 ･協議会活動費　 372,000円
　　　　　 合計1,724,120円

○会　長　　１人
○副会長　　１人
○監　事　　２人
　※事務局は厚生課

○民生委員・児童委員　22人
○主任児童委員　　　　 2人

課　　題

○県費(年額)
 ･会長活動費　　　11,920円
 ･委員活動費 (1人)60,300円
 ･協議会経費 (1人) 5,100円
 ･協議会活動費　 163,000円
○町費(年額)
 ･協議会活動費　　　　 0円
　　　　　 合計1,744,520円

三 加 茂 町三　好　町

○社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立っ
　て相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉
　の増進に務める。

○社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立っ
　て相談に応じ、及び必要な援助を行い、社会福祉
　の増進に務める。

○担当地域の住民の生活状況及び児童の調査
○地域における各種相談
○各種諸証明
○関係行政機関業務への協力
○ボランティア活動
○各種研修への参加
○その他独自活動

○民生委員・児童委員　16人
○主任児童委員　　　　 2人

○担当地域の住民の生活状況及び児童の調査
○地域における各種相談
○各種諸証明
○関係行政機関業務への協力
○ボランティア活動
○各種研修への参加
○その他独自活動

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針
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３．民生委員推薦会 ３．民生委員推薦会
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)組織  (2)組織

 (3)活動内容  (3)活動内容

 (4)委員手当  (4)委員手当
○該当なし ・差異がある。

 (5)補助金  (5)補助金
・差異がある。

○町議会議員
○民生委員
○社会福祉事業実施関係者
○町区域を単位とする社会福祉関係団体の代表
○教育に関係のある者
○関係行政機関の職員
○学識経験者
　　上記各１人　合計７人　(町長が委嘱)

具体的調整方針

○県費　推薦会経費45,900円
○町費　推薦会経費 　　0円

課　　題

○民生委員・児童委員の改選時及び退任があった場
　合に適任者を推薦する。

○一斉改選の年に現委員に再任意思を確認。
○再任意思がある場合、地域の意向を確認のうえ推
　薦。
○再任意思がない場合、自治会長に内申依頼(7月下
　旬)をし推薦していただく。
○全地域から被推薦者が出てきた段階で、民生委員
　推薦会を開催(8月頃)。
○任期途中に病気等による退任者があった場合、随
　時開催。
○推薦結果等の書類を町長を経由して県知事に提出｡

○県費　推薦会経費45,900円
○町費　推薦会経費 4,100円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○推薦会開催につき 5,000円
　　　　　　　　　　　(関係行政機関の職員以外)

三 加 茂 町

国及び県と合併までに調整し、新
町発足時より統合する。

○町議会議員
○民生委員
○社会福祉事業実施関係者
○町区域を単位とする社会福祉関係団体の代表
○教育に関係のある者
○関係行政機関の職員
○学識経験者
　　上記各１人　合計７人　(町長が委嘱)

三　好　町

○一斉改選の年に現委員に再任意思を確認。
○再任意思がある場合、地域の意向を確認のうえ推
　薦。
○再任意思がない場合、自治会長に内申依頼(7月下
　旬)をし推薦していただく。
○全地域から被推薦者が出てきた段階で、民生委員
　推薦会を開催(8月頃)。
○任期途中に病気等による退任者があった場合、随
　時開催。
○推薦結果等の書類を町長を経由して県知事に提出｡

○民生委員・児童委員の改選時及び退任があった場
　合に適任者を推薦する。
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４．災害弔慰金支給事業 ４．災害弔慰金支給事業
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)支給額  (2)支給額

 (3)支給方法  (3)支給方法

 (4)経費負担  (4)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

５．災害見舞金支給事業 ５．災害見舞金支給事業
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)支給額  (2)支給額

 (3)支給方法  (3)支給方法

 (4)経費負担  (4)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

６．災害援護資金貸付事業 ６．災害援護資金貸付事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)貸付額  (2)貸付額

○自然災害により死亡した住民の遺族に弔慰金を支
　給。

○生計維持者の死亡 500万円
○その他の者の死亡 250万円

○世帯主の療養に要する期間が概ね１ヶ月以上負傷
　の場合
 ･家財又は住居の被害金額が
　　その価値の1/3以下の場合　150万円

○世帯主の療養に要する期間が概ね１ヶ月以上負傷
　の場合
 ･家財又は住居の被害金額が
　　その価値の1/3以下の場合　150万円

具体的調整方針課　　題

○生計維持者の障害 250万円
○その他の者の障害 125万円

○生計維持者の障害 250万円
○その他の者の障害 125万円

○自然災害により精神又は身体に著しい障害を受け
　た者に災害障害見舞金を支給。

○自然災害により精神又は身体に著しい障害を受け
　た者に災害障害見舞金を支給。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○生計維持者の死亡 500万円
○その他の者の死亡 250万円

○被害や遺族の状況等の必要な調査を行い支給決定｡

○自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し､
　援護資金の貸付を行う。

三 加 茂 町

○自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し､
　援護資金の貸付を行う。

○遺族の状況等の必要な調査を行い支給決定。

○被害や遺族の状況等の必要な調査を行い支給決定｡

○遺族の状況等の必要な調査を行い支給決定。

○自然災害により死亡した住民の遺族に弔慰金を支
　給。
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 (3)利率  (3)利率
○年３％ ○年３％

 (4)償還期間  (4)償還期間
○１０年（うち据置３年） ○１０年（うち据置３年）

 (5)貸付方法  (5)貸付方法

 (6)経費負担  (6)経費負担
○なし ○なし

７．行旅病人等関係事務 ７．行旅病人等関係事務
 (1)概要  (1)概要 ・
○町内の行旅病人・死亡人に対し様々な措置を行う｡ ○町内の行旅病人・死亡人に対し様々な措置を行う｡

 (2)行旅病人  (2)行旅病人
・三好町は未支給。

 (3)行旅死亡人  (3)行旅死亡人

○世帯主の負傷がない場合
 ･家財に損害があるが
　　住居の損害がない場合  　 150万円
 ･住居半壊の場合  170万円
 ･住居全壊の場合(次項除く) 　250万円
 ･住居全体が滅失
　　若しくは流失した場合　　 350万円

○世帯主の負傷がない場合
 ･家財に損害があるが
　　住居の損害がない場合  　 150万円
 ･住居半壊の場合  170万円
 ･住居全壊の場合(次項除く) 　250万円
 ･住居全体が滅失
　　若しくは流失した場合　　 350万円

三加茂町の例により統一し、新町
に引き継ぐ。

○事情・生活状況・経路を調査し、困窮している状
　況であると判断された場合、隣町までの交通費と
　して500円を支給。
○本人・扶養義務者に対して取扱い費用を請求。
○本人から費用弁償が行われず扶養義務者がいない
　又は不明な場合は県に請求。

○借入申込により、その内容を検討のうえ、被害状
　況・所得等の調査を行い貸付。

○死亡時の状況や身元確認に必要な死亡人の容貌・
　特徴・遺留物件等を記録した上で死体を火葬。
○身元不明の場合、身元確認のために記録した事項
　を主務公署等の掲示に30日以上告示するとともに､
　官報・新聞紙に広告。

○死亡時の状況や身元確認に必要な死亡人の容貌・
　特徴・遺留物件等を記録した上で死体を火葬。
○身元不明の場合、身元確認のために記録した事項
　を主務公署等の掲示に30日以上告示するとともに､
　官報・新聞紙に広告。

具体的調整方針

 ･家財の損害があるが
　　住居の損害がない場合　　 250万円
 ･住居半壊の場合　　　　　　 270万円
 ･住居全壊の場合  　　　　 　350万円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○現在交通費の支給は行っていない。

○本人・扶養義務者に対して取扱い費用を請求。
○本人から費用弁償が行われず扶養義務者がいない
　又は不明な場合は県に請求。

 ･家財の損害があるが
　　住居の損害がない場合　　 250万円
 ･住居半壊の場合　　　　　　 270万円
 ･住居全壊の場合  　　　　 　350万円

三 加 茂 町 課　　題

○借入申込により、その内容を検討のうえ、被害状
　況・所得等の調査を行い貸付。
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 (4)経費負担  (4)経費負担
○全額町費 ○全額町費

８．福祉巡回バス運行事業 ８．福祉巡回バス運行事業
 (1)概要 未実施 ・三好町のみ実施。 ・

 (2)個人負担
○一往復につき100円

 (3)運行回数
○週２回(火･金) １日２往復

 (4)乗車場
○２箇所（途中特定なし。）

 (5)委託先
○町社会福祉協議会

 (6)委託料
○年額　960,000円

 (7)経費負担
○全額町費

９．遺族会 ９．遺族会
 (1)名称  (1)名称
○三好町遺族会 ・公共的団体である。 ・

・ ・
 (2)目的  (2)目的

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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。

○身元判明の場合、その存続人又は扶養義務者若し
　くは同居親族に本人の身元確認のための必要事項
　を通知。
○相続人・扶養義務者に対して取扱い費用を請求。
○相続人・扶養義務者がいない又は不明な場合、遺
　留金銭・有価証券を処分し取扱費用に充て、不足
　分は県に請求。

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。

具体的調整方針

○身元判明の場合、その存続人又は扶養義務者若し
　くは同居親族に本人の身元確認のための必要事項
　を通知。
○相続人・扶養義務者に対して取扱い費用を請求。
○相続人・扶養義務者がいない又は不明な場合、遺
　留金銭・有価証券を処分し取扱費用に充て、不足
　分は県に請求。

三　好　町 三 加 茂 町

○東山小学校から町役場間に路線を設定し、町民の
　福祉送迎サービスに資する。

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。

○戦争犠牲者の英霊に対し尊崇の誠を捧げると共に
　会員相互の融和と親睦を図る。

課　　題

○戦争犠牲者の英霊に対し尊崇の誠を捧げると共に
　会員相互の融和と親睦を図る。

○加茂遺族会
○三庄遺族会
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 (3)事業  (3)事業

 (4)組織  (4)組織

 (5)会員数  (5)会員数
○２３７人 ○３４２人

 (6)町補助金  (6)町補助金
・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

10．戦没者慰霊祭 10．戦没者慰霊祭
 (1)目的  (1)目的 ・ ・

 (2)主催  (2)主催
○三好町遺族会 ○三加茂町 ・差異がある。

 (3)実施時期  (3)実施時期
○毎年5月中旬 ○毎年5月中旬から下旬 ・差異がある。

 (4)実施場所  (4)実施場所
○町役場２階多目的ホール

 (5)方式  (5)方式
○神式・仏式方式 ・差異がある。

統合実施とした場合、遺族の大半
を占める高齢の方においては、実
施場所への移動が困難となる。

○会　長　　１人
○副会長　　１人
※事務局は厚生課

○無宗教
○献花方式

○町中央公民館４階ホール

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○戦没者に追悼の意を表すとともに、恒久平和の確
　立に努力する決意を表する。

課　　題

○戦没者慰霊に関する事
○遺族の福祉増進に関する事
○会員相互の融和・研修・親睦を図る事
○その他目的達成のために必要な事

三 加 茂 町

○会　長　　　１人
○副会長　　　５人
○監　事   　 ２人
○顧　問   　 ３人
○地区委員　４０人
　※事務局は社会福祉協議会

新町においては、旧町単位におい
て無宗教の献花方式にて実施する
ものとし、実施時期等については
合併までに調整する。

具体的調整方針

○加茂遺族会　年額30,000円
○三庄遺族会　年額30,000円

○戦没者慰霊に関する事
○遺族の福祉増進に関する事
○会員相互の融和・研修・親睦を図る事
○その他目的達成のために必要な事

○戦没者に追悼の意を表すとともに、恒久平和の確
　立に努力する決意を表する。

○活動補助　　年額63,000円
○慰霊祭補助金　 819,751円

-
 
2
0
8
 
-



 (6)参列者  (6)参列者

 (7)記念品  (7)記念品
・差異がある。

 (8)経費負担  (8)経費負担
○慰霊祭補助金より支出 ○全額町費 ・差異がある。

11．軍恩会 11．軍恩会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三好町軍恩会 ○三加茂町軍恩者会 ・

・
 (2)目的  (2)目的
○少なくなりつつある会員相互の融和と親睦を図る｡ ○会員相互の親睦と忠霊塔の清掃参拝。

 (3)事業  (3)事業
・差異がある。

 (4)組織  (4)組織
・差異がある。

 (5)会員数  (5)会員数
○２７人 ○２３人 ・

 (6)町補助金  (6)町補助金
○年額　25,000円 ○年額　30,000円 ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

○軍恩新聞配付
○忠霊塔清掃参拝
○新年会

○会　長　　１人
○副会長　　１人
○会　員　２１人
※事務局は厚生課

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○監　事    ２人
　※事務局は社会福祉協議会

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

80歳以上の高齢の方ばかりであ
る。

課　　題

○遺族    160人
○来賓　 　25人
○職員等   10人
　　　総勢195人

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。

○総会の開催
○終戦記念日の忠魂碑の参拝
○役員会の開催
○各社会議に参加
○その他関係行事等への参加

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。

○遺族・来賓
 　　弁当・饅頭・清酒(2合瓶)
○遺族欠席者　饅頭

○遺族・来賓
 　　折り詰め・まんじゅう・清酒(2合瓶)

○遺族　  250人
○来賓　　 50人
○職員等　 50人
　　　総勢230人

三 加 茂 町 具体的調整方針

-
 
2
0
9
 
-



12．傷痍軍人会 12．傷痍軍人会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三好町傷痍軍人会 ○三加茂町傷痍軍人会 ・

 (2)目的  (2)目的

 (3)事業  (3)事業
・差異がある。

 (4)組織  (4)組織
・差異がある。

 (5)会員数  (5)会員数
○１１人 ○２０人

 (6)町補助金  (6)町補助金
○年額　25,000円 ○年額　50,000円 ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

13．傷痍軍人妻の会 13．傷痍軍人妻の会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三好町傷痍軍人妻の会 ○三加茂町傷痍軍人妻の会 ・

 (2)目的  (2)目的
○傷痍軍人会と合同で活動。 ○傷痍軍人会と合同で活動。

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

○会　長　　１人
○副会長　　１人
　※事務局は厚生課

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。公共的団体の取扱いにおいて、で

きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

具体的調整方針

○総会
○研修会

課　　題

○会　長　　１人
○副会長　　１人
○理　事    ２人
○監　事    ２人(妻の会１)
　※事務局は社会福祉課

○関係諸施策の周知徹底
○各種大会、研修会への参加
○各種運動に代表者の派遣
○会員相互の資質向上のため研修旅行の参加
○その他必要事項

三　好　町 三 加 茂 町

○日本傷痍軍人会綱領を日常の規範として実践躬行
　し、相互扶助による親睦融和を更に深め、これを
　源とした一糸乱れぬ団結により各種事業を活発強
　力に推進。

○会員相互の親睦を図り、傷痍軍人の生活援助と福
　祉向上を図るとともに精神を錬磨し、相互の更正
　を図る。

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。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
 
2
1
0
 
-



 (3)事業  (3)事業
○現在活動なし ・差異がある。

 (4)組織  (4)組織
・差異がある。

 (5)会員数  (5)会員数
○３１人 ○１０人

 (6)町補助金  (6)町補助金
○なし ○現在活動なし ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○なし ○なし

14．軍恩欠格者会 14．軍恩欠格者会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○軍恩欠格者連盟三好支部 ○三加茂町軍恩欠格者会 ・

 (2)目的  (2)目的

 (3)事業  (3)事業
・差異がある。

 (4)組織  (4)組織
・差異がある。○支部長　　　１人

○副支部長　　１人
　※事務局は会長宅

○本部、県連と一体となって恩欠者の処遇改善と官
　民格差の是正に向かって運動を展開する。

具体的調整方針

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。公共的団体の取扱いにおいて、で

きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○本部、県連と一体となって恩欠者の処遇改善と官
　民格差の是正に向かって運動を展開する。

○支部総会の開催
○役員会の開催
○県連総会等関係会議に出席
○その他関係活動に関する事項

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○監　事    １人
　※事務局は社会福祉課

○関係諸施策の周知徹底
○各種大会、研修会への参加
○各種運動に代表者の派遣
○会員相互の資質向上のため研修旅行の参加
○その他必要事項

三 加 茂 町

○支部長　　　１人
○副支部長　　１人
○監　事      ２人
　※事務局は支部長宅

三　好　町

○会　長　　１人
○副会長　　１人
　※事務局は厚生課

○役員会の開催
○県連総会等関係会議に出席
○その他関係活動に関する事項

-
 
2
1
1
 
-



 (5)会員数  (5)会員数
○３３人 ○３０人 ・差異がある。

 (6)町補助金  (6)町補助金
○年額　25,000円 ○年額　30,000円 ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

15．戦没者遺族弔慰金事務 15．戦没者遺族弔慰金事務
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)事務手順  (2)事務手順

 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)事務手順  (3)事務手順

16．戦没者遺族特別給付金等事務

課　　題

○対象者からの申請受付
○県への進達
○県からの決定書の交付
○申請者へ通知

16．戦没者遺族特別給付金等事務

○対象者からの申請受付
○県への進達
○県からの決定書の交付
○申請者へ通知

○国が行う弔慰金給付事務に関する受付事務。

三　好　町

○対象者からの申請・相談受付
○該当者に対する申請指導
○県への進達
○県からの決定書の交付
○申請者へ通知

○戦没者等の妻
○戦傷病者等の妻
○戦没者等の父母等
○平和条約国籍離脱者である戦没者遺族

○戦没者等の妻
○戦傷病者等の妻
○戦没者等の父母等
○平和条約国籍離脱者である戦没者遺族

○国が行う特別給付金等給付事務に関する受付事務｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○対象者からの申請・相談受付
○該当者に対する申請指導
○県への進達
○県からの決定書の交付
○申請者へ通知

三 加 茂 町

○国が行う弔慰金給付事務に関する受付事務。

○国が行う特別給付金等給付事務に関する受付事務｡

具体的調整方針

-
 
2
1
2
 
-



17．更生保護女性会 17．更生保護女性会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三好町更生保護女性会 ○三加茂町更生保護女性会 ・

 (2)目的  (2)目的

 (3)事業  (3)事業
・差異がある。

 (4)組織  (4)組織
・差異がある。

 (5)会員数  (5)会員数
○２０人 ○２０人

 (6)町補助金  (6)町補助金
○年額　43,000円 ○年額　90,000円 ・差異がある。

 (7)経費負担  (7)経費負担
○全額町費 ○全額町費

18．健康福祉まつり 18．健康福祉まつり
未実施  (1)名称 ・三好町は未実施 ・

○健康ふれあいフェスティバル

 (2)概要

課　　題三 加 茂 町

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○監　事    ２人
○会　計    １人
　※事務局は住民課

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。

○研修
○施設訪問
○保護司との交流

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。

○各種研修会
○幼稚園入園児記念品作成・贈呈
○小学校入学生記念品作成・贈呈
○中学校卒業生記念品贈呈

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○徳島保護観察所の行う更正保護事業及び犯罪予防
　活動を助長し、女性の立場から地域の犯罪予防と
　犯罪者や非行少年の更生保護に協力し、犯罪のな
　い明るい社会の実現に寄与する。

○徳島保護観察所の行う更正保護事業及び犯罪予防
　活動を助長し、女性の立場から地域の犯罪予防と
　犯罪者や非行少年の更生保護に協力し、犯罪のな
　い明るい社会の実現に寄与する。

○住民の福祉・保健への関心を高め、健康で心豊か
　に安心して暮らすことのできる町づくりを推進す
　ることを目的として実施。

○会　長　　１人
○副会長  　２人
　※事務局は住民課

具体的調整方針

-
 
2
1
3
 
-



 (3)実施時期
○毎年11月第1土曜日

 (4)対象者
○全町民

 (5)事業内容

 (6)経費負担
○国1/3、県1/3、町1/3

19．健康日本21計画 19．健康日本21計画
○平成16年度は策定予定なし  (1)概要 ・三好町は未策定 ・合併後に策定する。

 (2)策定

 (3)経費負担
○全額町費

20．日本赤十字社費の募集 20．日本赤十字社費の募集
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・

 (2)事務内容  (2)事務内容

日本赤十字社と協議のうえ、新町
に引き継ぐ。

課　　題三 加 茂 町

○日本赤十字社から毎年依頼される町分の日本赤十
　字社費の募集を行う。

○町長が分区長となり、町婦人会に奉仕団(婦人会長
　が奉仕団長)となっていただき、募集作業を行う。
○事務局は町社会福祉協議会が担当。

○平成15年度策定
 ･計画期間　H16～22年度

○国の｢健康日本21｣及び県の｢健康徳島21｣を踏まえ
　町第４次計画の基本目標の一つ｢やさしく健やかな
　まちをめざして｣を実現するための基本計画健康を
　取りまく幅広い視野から町民全体で健康づくりを
　推進する

○健康相談・展示・器具による健康チェック・骨密
　度測定等

○町長が分区長となり、町婦人会に奉仕団(婦人会長
　が奉仕団長)となっていただき、募集作業を行う。
○事務局は町社会福祉協議会が担当。

○日本赤十字社から毎年依頼される町分の日本赤十
　字社費の募集を行う。

具体的調整方針三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
 
2
1
4
 
-



１．老人医療費助成事業 １．老人医療費助成事業
 (1)概要  (1)概要

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者
○老人保健該当者 ○老人保健該当者

 (3)認定証の交付  (3)認定証の交付

 (1)レセプト点検(請求点数等)  (1)レセプト点検(請求点数等) ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)レセプト点検(縦覧)  (2)レセプト点検(縦覧)

 (3)実地調査(第三者行為等調査)  (3)実地調査(第三者行為等調査)

 (4)重複・頻回受診者訪問指導  (4)重複・頻回受診者訪問指導

協　議　項　目

調整方針（案）

　福祉医療関係

（１）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。
（２）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。

○交通事故等第三者行為等の実地調査等を行う事業
　が対象。

○交通事故等第三者行為等の実地調査等を行う事業
　が対象。

○重複・頻回受診者に対する訪問指導事業が対象。
　訪問指導は、訪問指導１回(一人一日当たり)につ
　き３人を指導することが標準。

福祉医療分科会健康福祉部会

○重複・頻回受診者に対する訪問指導事業が対象。
　訪問指導は、訪問指導１回(一人一日当たり)につ
　き３人を指導することが標準。

課　　題

○レセプトの縦覧点検(重複・頻回受診者の把握のた
　めの点検含む。)を行う事業が対象。但し、年間処
　理枚数が１万枚未満の事業は対象外。

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町

○老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証を
　医療機関に提示すると、入院時の負担限度額及び
　食事負担額が国の基準により所得に応じて減額さ
　れる。

○町窓口で申請し、認められた場合に交付される。

２．老人保健(医療適正化対策)事業

○レセプトの請求点数等の点検を行う事業が対象。
　但し、年間点検処理枚数が１万枚未満の事業は対
　象外。

○レセプトの縦覧点検(重複・頻回受診者の把握のた
　めの点検含む。)を行う事業が対象。但し、年間処
　理枚数が１万枚未満の事業は対象外。

○老人医療の限度額適用・標準負担額減額認定証を
　医療機関に提示すると、入院時の負担限度額及び
　食事負担額が国の基準により所得に応じて減額さ
　れる。

○町窓口で申請し、認められた場合に交付される。

２．老人保健(医療適正化対策)事業

○レセプトの請求点数等の点検を行う事業が対象。
　但し、年間点検処理枚数が１万枚未満の事業は対
　象外。

-
 
2
1
5
 
-



 (6)老人医療費適正化特別対策  (6)老人医療費適正化特別対策

３．老人保健医療事務 ３．老人保健医療事務
 (1)目的  (1)目的 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 エ.重複・頻回受診者訪問指導困難事例等検討事業
　◇重複・頻回受診者訪問指導の実施に際して、処
　　理困難な事例について検討を行う事業。

 オ.老人医療費適正化普及啓発事業
　◇アで得られた分析結果等をもとに、老人医療費
　　受給者等に対し、医療費適正化の広報を行う事
　　業。

 カ.その他の老人医療費適正化特別対策事業
  ◇上記ア～オ以外の老人医療費適正化に資するた
　　めの事業で、厚生労働大臣が適当と認めた事業｡

 イ.レセプト疑義事例まとめ及び重点点検事業
　◇レセプトの再審査請求のための疑義事例のまと
　　め及びそれらの重点点検を行う事業。

 イ.レセプト疑義事例まとめ及び重点点検事業
　◇レセプトの再審査請求のための疑義事例のまと
　　め及びそれらの重点点検を行う事業。

○高齢化に対する適切な医療を確保するため、疾病
　の診療を行う。

○高齢化に対する適切な医療を確保するため、疾病
　の診療を行う。

 ウ.レセプト点検審査医委嘱等事業
　◇専門的の立場からレセプト点検を行う審査医の
　　委嘱等をするための事業。

○上記(1)～(4)以外の老人医療費適正化に資するた
　めの事業で、厚生労働大臣が適当と認めた事業が
　対象。

 (5)その他の老人医療費適正化対策

○老人医療費の適正化を特に図る必要性が高い市町
　村が、老人医療費適正化対策事業実施計画(レセ
　プト点検、重複・頻回受診者訪問指導等の老人医
　療医療費適正化対策事業推進のための実施計画)を
　策定し、その計画に沿って上記(1)～(5)までの事
　業を実施した上で、さらに行う次の老人医療費適
　正化に資する事業が対象。

①一般老人医療費適正化特別対策
 ア.医療費動向分析等事業
　◇疾病分類別に個別データを分析すること等によ
　　り医療費が高額となっている要因を分析し、老
　　人医療費適正化対策に資するための事業。

 ウ.レセプト点検審査医委嘱等事業
　◇専門的の立場からレセプト点検を行う審査医の
　　委嘱等をするための事業。

 エ.重複・頻回受診者訪問指導困難事例等検討事業
　◇重複・頻回受診者訪問指導の実施に際して、処
　　理困難な事例について検討を行う事業。

 オ.老人医療費適正化普及啓発事業
　◇アで得られた分析結果等をもとに、老人医療費
　　受給者等に対し、医療費適正化の広報を行う事
　　業。

 ア.医療費動向分析等事業
　◇疾病分類別に個別データを分析すること等によ
　　り医療費が高額となっている要因を分析し、老
　　人医療費適正化対策に資するための事業。

①一般老人医療費適正化特別対策

 (5)その他の老人医療費適正化対策
○上記(1)～(4)以外の老人医療費適正化に資するた
　めの事業で、厚生労働大臣が適当と認めた事業が
　対象。

課　　題三　好　町

○老人医療費の適正化を特に図る必要性が高い市町
　村が、老人医療費適正化対策事業実施計画(レセ
　プト点検、重複・頻回受診者訪問指導等の老人医
　療医療費適正化対策事業推進のための実施計画)を
　策定し、その計画に沿って上記(1)～(5)までの事
　業を実施した上で、さらに行う次の老人医療費適
　正化に資する事業が対象。

 カ.その他の老人医療費適正化特別対策事業
  ◇上記ア～オ以外の老人医療費適正化に資するた
　　めの事業で、厚生労働大臣が適当と認めた事業｡

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針
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 (2)対象者  (2)対象者
　町内に住所を有する次の者 　町内に住所を有する次の者
○一般高齢者 ○一般高齢者

○寝たきり高齢者等 ○寝たきり高齢者等

 (3)備付帳簿  (3)備付帳簿

 (4)事務内容  (4)事務内容

三　好　町

 ･老人保健法施行例別表第１該当者(65歳以上75歳未
　満で障害認定を受けた者)。

 ･老人保健法施行例別表第１該当者(65歳以上75歳未
　満で障害認定を受けた者)。

 ･75歳以上の者については誕生日の属する月の翌月
　(誕生日が月の初日であるときはその属する月)の
　1日から適用。(昭和7年9月30日以前に生まれた方
　で、資格取得されている方は対象者)

○老人保健法による医療受給台帳
○健康手帳・医療受給者証交付簿
○老人医療特定疾病受療証、入院時一部負担金限度
　額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減
　免証明書交付簿
○老人保健標準負担額差額支給台帳
○損害賠償金、不正利得徴収金等記録票
○老人保健による認定証明証交付簿

○老人保健法による医療受給台帳
○健康手帳・医療受給者証交付簿
○老人医療特定疾病受療証、入院時一部負担金限度
　額適用・標準負担額減額認定証及び一部負担金減
　免証明書交付簿
○老人保健標準負担額差額支給台帳
○損害賠償金、不正利得徴収金等記録票
○老人保健による認定証明証交付簿

○障害状態不該当の旨の届出処理
 ･事務取扱細則第13条に基づき処理。｢老人保健法に
　よる医療の受給資格喪失届書」により申請を受け､
　受給者台帳等を整備し、健康手帳・医療受給者証
　等を回収。

○医療保険加入状況の変更届出処理
 ･事務取扱細則第12条に基づき処理。｢受給資格変更
　届書」により申請を受け、受給者台帳等を整備。

○医療保険加入状況の変更届出処理
 ･事務取扱細則第12条に基づき処理。｢受給資格変更
　届書」により申請を受け、受給者台帳等を整備。

○障害状態不該当の旨の届出処理
 ･事務取扱細則第13条に基づき処理。｢老人保健法に
　よる医療の受給資格喪失届書」により申請を受け､
　受給者台帳等を整備し、健康手帳・医療受給者証
　等を回収。

○障害認定の取扱い
 ･事務取扱細則第１条に基づき処理。｢老人保健法第
　25条第1項第2号の障害認定申請書」により申請を
　受け、受給者台帳等を整備し、健康手帳・医療受
　給者証を交付。

○障害認定の取扱い
 ･事務取扱細則第１条に基づき処理。｢老人保健法第
　25条第1項第2号の障害認定申請書」により申請を
　受け、受給者台帳等を整備し、健康手帳・医療受
　給者証を交付。

三 加 茂 町 課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

 ･75歳以上の者については誕生日の属する月の翌月
　(誕生日が月の初日であるときはその属する月)の
　1日から適用。(昭和7年9月30日以前に生まれた方
　で、資格取得されている方は対象者)

○受給資格取得の届出の処理
 ･事務取扱細則第10条に基づき処理。｢老人保健法に
　よる医療費受給資格取得届出｣により申請を受け、
　受給者台帳を整備し、健康手帳・医療受給者証を
　交付。該当しない場合、却下通知を送付。

○受給資格取得の届出の処理
 ･事務取扱細則第10条に基づき処理。｢老人保健法に
　よる医療費受給資格取得届出｣により申請を受け、
　受給者台帳を整備し、健康手帳・医療受給者証を
　交付。該当しない場合、却下通知を送付。
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４．老人医療費負担金 ４．老人医療費負担金
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)事務内容  (2)事務内容
老人医療費に係る支給事務 老人医療費に係る支給事務

三　好　町

○入院時一部負担金限度額適用・標準負担額認定申
　請の処理
 ･事務取扱細則15条の３に基づき処理本人及び世帯
　主の課税状況などから判断し、受給者台帳に記入
　し、入院時一部負担金限度額適用・標準負担額認
　定証を作成。

○医療保険加入者不該当の届出処理
 ･事務取扱細則第14条に基づき処理。｢受給者資格喪
　失届出書」により申請を受け、受給者台帳等を整
　備し、健康手帳、医療受給者証等を回収。

○標準負担額差額の支給申請の処理
 ･事務取扱細則第16条の２に基づき「標準負担額差
　額支給申請書」により額を決定し差額支給台帳に
　所要事項を記入。

○標準負担額差額の支給申請の処理
 ･事務取扱細則第16条の２に基づき「標準負担額差
　額支給申請書」により額を決定し差額支給台帳に
　所要事項を記入。

○現物支給
 ･疾病、負傷にかかる医療給付(医療費の1割又は2割
　を負担。）

○現物支給
 ･疾病、負傷にかかる医療給付(医療費の1割又は2割
　を負担。）

○医療費の支給申請の処理
 ･事務取扱細則第16条の基づき審査し交付。

○高額医療費の支給申請処理
 ･事務取扱細則第16条の４に基づき審査し交付。

○特別会計を設けて、医療に関する費用は一部負担
　金を除き、国・県・町・各医療保険者の負担割合
　で負担し医療の適正化を図る。

○入院時一部負担金限度額適用・標準負担額認定申
　請の処理
 ･事務取扱細則15条の３に基づき処理本人及び世帯
　主の課税状況などから判断し、受給者台帳に記入
　し、入院時一部負担金限度額適用・標準負担額認
　定証を作成。

○医療保険加入者不該当の届出処理
 ･事務取扱細則第14条に基づき処理。｢受給者資格喪
　失届出書」により申請を受け、受給者台帳等を整
　備し、健康手帳、医療受給者証等を回収。

○転出届出及び認定証明書の交付申請処理
 ･事務取扱細則第15条に基づき処理。｢受給者資格喪
　失届出書」により申請を受け、受給者台帳等を整
　備し、健康手帳、医療受給者証等を回収。

○特定疾病認定申請の処理
 ･事務取扱細則15条の２に基づき処理。｢特定疾病療
　養受療証交付申請書」により厚生労働大臣が定め
　る疾病か否かを申請書等により判断し受給者台帳
　に記入し、特定疾病受療証を作成。

○特定疾病認定申請の処理
 ･事務取扱細則15条の２に基づき処理。｢特定疾病療
　養受療証交付申請書」により厚生労働大臣が定め
　る疾病か否かを申請書等により判断し受給者台帳
　に記入し、特定疾病受療証を作成。

○移送費の支給申請の処理
 ･事務取扱細則第16条の３に基づき審査し交付。

○医療費の支給申請の処理
 ･事務取扱細則第16条の基づき審査し交付。

課　　題三 加 茂 町

○転出届出及び認定証明書の交付申請処理
 ･事務取扱細則第15条に基づき処理。｢受給者資格喪
　失届出書」により申請を受け、受給者台帳等を整
　備し、健康手帳、医療受給者証等を回収。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

○特別会計を設けて、医療に関する費用は一部負担
　金を除き、国・県・町・各医療保険者の負担割合
　で負担し医療の適正化を図る。

○移送費の支給申請の処理
 ･事務取扱細則第16条の３に基づき審査し交付。

○高額医療費の支給申請処理
 ･事務取扱細則第16条の４に基づき審査し交付。
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 (1)概要  (1)概要 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
・２町同一。

 (2)事務内容  (2)事務内容
・

 ･入院時食事療養費の支給(一般加入者は780円、そ
　の他特例あり)
 ･老人訪問看護療養費の支給

○現金給付
 ･療養費の支給(コルセット)償還払(申請書に基づき
　一部負担金1割又は2割)
 ･入院時食事療養費差額支給(やむおえない事由によ
　り減額認定証を提示できなかった場合等）
 ･移送費の支給
 ･高額療養費の支給(高齢者が1ヶ月に外来、入院等
　で各負担区分の限度額以上を負担した場合に支給
　される。高齢者2人世帯の場合、世帯合算し、入
　院、外来関係なく医療費は合算する)

○受給資格の変更・喪失等の届出
 ･保険者の異動
 ･保険者の名称､保険者番号又は事務所所在地の変更
 ･被保険者の住所､氏名､被保険者の記号番号の変更
 ･加入者等に係る被保険者又組合員に移動があった
　とき
 ･加入者等が被扶養義務者から被保険者又は被保険
　者から被扶養者になったとき

 ･入院時食事療養費の支給(一般加入者は780円、そ
　の他特例あり)
 ･老人訪問看護療養費の支給

○現金給付
 ･療養費の支給(コルセット)償還払(申請書に基づき
　一部負担金1割又は2割)
 ･入院時食事療養費差額支給(やむおえない事由によ
　り減額認定証を提示できなかった場合等）
 ･移送費の支給
 ･高額療養費の支給(高齢者が1ヶ月に外来、入院等
　で各負担区分の限度額以上を負担した場合に支給
　される。高齢者2人世帯の場合、世帯合算し、入
　院、外来関係なく医療費は合算する)

○受給資格の変更・喪失等の届出
 ･保険者の異動
 ･保険者の名称､保険者番号又は事務所所在地の変更
 ･被保険者の住所､氏名､被保険者の記号番号の変更
 ･加入者等に係る被保険者又組合員に移動があった
　とき
 ･加入者等が被扶養義務者から被保険者又は被保険
　者から被扶養者になったとき

○受給者資格台帳の整備
 ･老人保健医療システムで打出した台帳で管理。

○受給者証の再交付
 ･医療受給者証の再交付がやむを得ない場合に、受
　給者証を再交付。

ただし、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。

２町ともシステムの電算化を行っ
ている。

○受給者証の再交付
 ･医療受給者証の再交付がやむを得ない場合に、受
　給者証を再交付。

○受給者資格台帳の整備
 ･老人保健医療システムで打出した台帳で管理。

５．老人保健事務(医療)資格・異動関係事務

○老人医療の受給資格の審査を行い、認定後受給者
　証を交付。また死亡、転出等により受給資格の変
　更、喪失等があった場合には、受給者証を回収し､
　台帳等の整理を行う。

５．老人保健事務(医療)資格・異動関係事務

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 具体的調整方針課　　題三　好　町

○老人医療の受給資格の審査を行い、認定後受給者
　証を交付。また死亡、転出等により受給資格の変
　更、喪失等があった場合には、受給者証を回収し､
　台帳等の整理を行う。

○受給者証の交付
 ･75歳以上の者、65歳以上75歳未満の者で障害認定
　を受けた者を対象に、受給資格を確認し、四国情
　管の老人保健医療システムを使用し、医療受給者
　証を交付。
 ･住所を確認し受給番号を取り、受給者証交付簿に
　必要事項を記入。

○受給者証の交付
 ･75歳以上の者、65歳以上75歳未満の者で障害認定
　を受けた者を対象に、受給資格を確認し、四国情
　管の老人保健医療システムを使用し、医療受給者
　証を交付。
 ･住所を確認し受給番号を取り、受給者証交付簿に
　必要事項を記入。

-
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 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)事務内容  (2)事務内容

 (1)概要  (1)概要
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)事務内容  (2)事務内容

○国・県・社会保険診療報酬支払基金に対し、交付
　金・負担金の申請・変更・実積報告等を行う。

○国・県・社会保険診療報酬支払基金に対し、それ
　ぞれ交付金や負担金の交付申請・変更・途中実績
　報告・実績報告を行う。

 ･他市町村に転出したとき
 ･加入者等が死亡したとき

○国・県・社会保険診療報酬支払基金に対し、それ
　ぞれ交付金や負担金の交付申請・変更・途中実績
　報告・実績報告を行う。

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

○毎月20日に国保連合会から送付される｢老人医療資
　格・給付確認参考リスト」により受給資格を確認
　し、医療機関に確認後付箋を貼付し、再度国保連
　合会に返送。

 ･他市町村に転出したとき
 ･加入者等が死亡したとき

○高額療養費の支給
 ･外来での自己負担が限度額を超えた場合に支給。
 ･世帯合算での自己負担の合計が限度額を超えた場
　合に支給。

○高額療養費の支給
 ･外来での自己負担が限度額を超えた場合に支給。
 ･世帯合算での自己負担の合計が限度額を超えた場
　合に支給。

６．老人保健事務(医療)給付関係事務

○毎月20日に国保連合会から送付される｢老人医療資
　格・給付確認参考リスト」により受給資格を確認
　し、医療機関に確認後付箋を貼付し、再度国保連
　合会に返送。

三　好　町 三 加 茂 町

○疾病の予防･治療･機能訓練等の保健事業を総合的
　に実施し、国民の老後における健康の保持と適切
　な医療の確保を図り、老人福祉の増進に貢献する｡

７．老人保健事務(医療)交付金・負担金等申請事務

○入院時一部負担金及び標準負担額の減額
 ･低所得者に対する老人受給者で、一定の条件に該
　当し、認定した者に対して、医療費及び入院時食
　事療養費の減額を行う。

７．老人保健事務(医療)交付金・負担金等申請事務

○疾病の予防･治療･機能訓練等の保健事業を総合的
　に実施し、国民の老後における健康の保持と適切
　な医療の確保を図り、老人福祉の増進に貢献する｡

○医療費の支払(現金支給)
 ･身体障害者福祉法の規定に基づき治療用装具等に
　係る医療費を支給する。
 ･柔道整複師の施設を受けた場合に医療費を支給す
　る。

○診療報酬の支払(現物給付)
 ･保険者等被用者加入保険者加入分については、社
　会保険診療報酬支払基金に、国民健康保険加入分
　については、国保連合会に委託し、その支払いに
　関する費用、事務手数料を支払う。

○入院時一部負担金及び標準負担額の減額
 ･低所得者に対する老人受給者で、一定の条件に該
　当し、認定した者に対して、医療費及び入院時食
　事療養費の減額を行う。

６．老人保健事務(医療)給付関係事務

○国・県・社会保険診療報酬支払基金に対し、交付
　金・負担金の申請・変更・実積報告等を行う。

○診療報酬の支払(現物給付)
 ･保険者等被用者加入保険者加入分については、社
　会保険診療報酬支払基金に、国民健康保険加入分
　については、国保連合会に委託し、その支払いに
　関する費用、事務手数料を支払う。

○医療費の支払(現金支給)
 ･身体障害者福祉法の規定に基づき治療用装具等に
　係る医療費を支給する。
 ･柔道整複師の施設を受けた場合に医療費を支給す
　る。
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 (3)負担割合  (3)負担割合
○H13年10月～H14年9月 ○H13年10月～H14年9月
 ･基金70/100、国20/100、県5/100、町5/100  ･基金70/100、国20/100、県5/100、町5/100
○H14年10月～H15年9月 ○H14年10月～H15年9月
 ･基金 66/100、国136/600、県34/600、町34/600  ･基金 66/100、国136/600、県34/600、町34/600
○H15年10月～H16年9月 ○H15年10月～H16年9月
 ･基金62/100、国152/600、県38/600、町38/600  ･基金62/100、国152/600、県38/600、町38/600

三 加 茂 町

③県負担金
 ･老人医療に関する費用を国庫負担金として国より
　交付される。
 ･年度当初に交付申請実施。
 ･年4回に分けて交付される。途中、年1回医療費の
　額を報告(これにより変更申請となり交付額が変更
　される）
 ･翌年度に前年度の実績報告があり、これにより交
　付金の還付、追加交付が発生。還付については翌
　年度3月頃。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

①社会保険診療報酬支払基金
 ･各保険者が老人保健拠出金として拠出したものを
　支払基金より交付される。
 ･年度当初に「老人保健交付金交付要領」に基づき
　算出された決定通知書に記載の金額で交付申請を
　行う。
 ･医療費、事務費、それぞれ12回に分けて交付され
　る。途中、年4回医療費の額を報告。(これにより
　4回変更申請となりその都度交付額が変更される）
 ･翌年度に前年度の実績報告があり、これにより交
　付金の還付、追加交付が発生。還付については翌
　年度8月頃。

①社会保険診療報酬支払基金
 ･各保険者が老人保健拠出金として拠出したものを
　支払基金より交付される。
 ･年度当初に「老人保健交付金交付要領」に基づき
　算出された決定通知書に記載の金額で交付申請を
　行う。
 ･医療費、事務費、それぞれ12回に分けて交付され
　る。途中、年4回医療費の額を報告。(これにより
　4回変更申請となりその都度交付額が変更される）
 ･翌年度に前年度の実績報告があり、これにより交
　付金の還付、追加交付が発生。還付については翌
　年度8月頃。

②国庫負担金
 ･老人医療に関する費用を国庫負担金として国より
　交付される。
 ･年度当初に「老人給付費等の国庫負担(補助)につ
　いて｣に基づき交付申請を行う。
 ･年12回で分割交付される。途中、年１回医療費の
　額を報告（これにより変更申請となり交付額が変
　更される）
 ･翌年度に前年度の実績報告があり、これにより交
　付金の還付、追加交付が発生。還付については翌
　年度3月頃。

②国庫負担金
 ･老人医療に関する費用を国庫負担金として国より
　交付される。
 ･年度当初に「老人給付費等の国庫負担(補助)につ
　いて｣に基づき交付申請を行う。
 ･年12回で分割交付される。途中、年１回医療費の
　額を報告（これにより変更申請となり交付額が変
　更される）
 ･翌年度に前年度の実績報告があり、これにより交
　付金の還付、追加交付が発生。還付については翌
　年度3月頃。

③県負担金
 ･老人医療に関する費用を国庫負担金として国より
　交付される。
 ･年度当初に交付申請実施。
 ･年4回に分けて交付される。途中、年1回医療費の
　額を報告(これにより変更申請となり交付額が変更
　される）
 ･翌年度に前年度の実績報告があり、これにより交
　付金の還付、追加交付が発生。還付については翌
　年度3月頃。

具体的調整方針課　　題
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８．乳幼児医療費助成事業 ８．乳幼児医療費助成事業
 (1)概要  (1)概要 ・

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象者の所得制限  (3)対象者の所得制限

 (4)助成額  (4)助成額

 (5)受給者証交付手続  (5)受給者証交付手続

 (6)助成金支給手続  (6)助成金支給手続
・差異がある。 ・

○3歳未満児(満3歳の誕生日の前日の属する月の末日
　までの間にある者)の保護者
○入院中の3歳以上6歳未満児(満6歳の誕生日の前日
　の属する月の末日までの者)の保護者

○乳幼児に係る医療費の一部をその保護者に助成す
　ることにより、その疾病の早期発見と治療を促進
　し、もって乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図
　る。

○助成申請書受付
 ･随時
○助成金支給
 ･毎月5日

〇出生届時、転入時に制度を説明し交付申請書を渡
　す。
○交付申請書受付後、所得調査。
○調査後、該当者に受給者証を交付。

課　　題

○主に生計を維持する保護者の前年所得が、次の額
　未満であること(生活保護受給者を除く)。
 ･扶養親族等が１人
　　6,536,000円
 ･扶養親族等が２人以上
　　6,536,000円に1を越える扶養親族等の数に
　　213,000円を乗じて得た額を加算した額

○助成申請書受付
 ･随時
○助成金支給
 ･申請受付後振込日に支給
 ･償還払いの入院については、各保険事務所へ療養
　費支給済証明書の交付後助成金を振込日に支給。
 ･振替日　毎月8､18､28日

各保険事務所へ療養費支給済証明
書の添付は行わず、領収書により
確認する。

○乳幼児に係る医療費の一部をその保護者に助成す
　ることにより、その疾病の早期発見と治療を促進
　し、もって乳幼児の保健の向上と福祉の増進を図
　る。

○自己負担額のうち、医療に関する費用及び食事療
　養費

現行のとおり新町に引き継ぐ。
ただし、助成金支給手続について
は、合併までに調整する。

○主に生計を維持する保護者の前年所得が、次の額
　未満であること(生活保護受給者を除く)。
 ･扶養親族等が１人
　　6,536,000円
 ･扶養親族等が２人以上
　　6,536,000円に1を越える扶養親族等の数に
　　213,000円を乗じて得た額を加算した額

○3歳未満児(満3歳の誕生日の前日の属する月の末日
　までの間にある者)の保護者
○入院中の3歳以上6歳未満児(満6歳の誕生日の前日
　の属する月の末日までの者)の保護者

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 具体的調整方針

○自己負担額のうち、医療に関する費用及び食事療
　養費

〇出生届時、転入時に制度を説明し交付申請書を渡
　す。
○交付申請書受付後、所得調査。
○調査後、該当者に受給者証を交付。
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 (7)データ管理  (7)データ管理
・ ・

 (8)経費負担  (8)経費負担
○県1/2、町1/2 ○県1/2、町1/2

 (1)概要  (1)概要 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象者  (2)対象者

 (3)対象者の所得制限  (3)対象者の所得制限
○県制度に基づく ○県制度に基づく

 (4)助成額  (4)助成額
○自己負担額の全額 ○自己負担額の全額

 (5)受給者証交付手続  (5)受給者証交付手続

 (6)助成金支給手続  (6)助成金支給手続
・差異がある。

○重度心身障害者の医療費の一部を助成することに
　より重度心身障害者の保健の向上に寄与し、福祉
　の増進を図る。

○管理台帳を作成するとともに、エクセルにて名簿
　等を作成し、管理している。

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○対象者より申請書受付。
○所得調査・台帳作成。
○該当者に受給者証または認定書を送付。
○非該当者に却下通知送付。

９．重度心身障害者等医療費助成事業

○療育手帳Ａ所持者
○身体障害者手帳1～2級所持者
○身体障害者手帳3～4級所持者で療育手帳Ｂ1所持者
○18歳未満の児童を扶養する母子家庭の母及び18歳
　未満の児童と母又は父のいない18歳未満の児童(入
　院のみ)
　※寝たきり高齢者も対象となる場合あり

○対象者より申請書受付。
○所得調査・台帳作成。
○該当者に受給者証または認定書を送付。
○非該当者に却下通知送付。

三　好　町

○療育手帳Ａ所持者
○身体障害者手帳1～2級所持者
○身体障害者手帳3～4級所持者で療育手帳Ｂ1所持者
○18歳未満の児童を扶養する母子家庭の母及び18歳
　未満の児童と母又は父のいない18歳未満の児童(入
　院のみ)
　※寝たきり高齢者も対象となる場合あり

具体的調整方針

○助成申請書受付
 ･随時
○助成金支給
 ･毎月10日

合併までに調整し、新町発足時よ
りシステムを電算化する。

合併した場合、住民への医療券発
行の際、事務手続において時間が
掛かる恐れがあるため、システム
の電算化が必要。

ただし、助成金支給手続について
は、合併までに調整する。

○管理台帳を作成するとともに、エクセルにて名簿
　等を作成し、管理している。

三 加 茂 町

○重度心身障害者の医療費の一部を助成することに
　より重度心身障害者の保健の向上に寄与し、福祉
　の増進を図る。

９．重度心身障害者等医療費助成事業

○助成申請書受付
 ･随時
○助成金支給
 ･毎月5日
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 (7)データ管理  (7)データ管理
・ ・

 (8)経費負担  (8)経費負担
○県1/2、町1/2 ○県1/2、町1/2

10．更生医療の給付 10．更生医療の給付
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)対象  (2)対象

 (3)個人負担  (3)個人負担
○所得に応じて負担あり ○所得に応じて負担あり

 (4)事務手順  (4)事務手順

 (5)経費負担  (5)経費負担
○国1/2、県1/4、町1/4 ○国1/2、県1/4、町1/4

○申請手順
 ･町役場に備付の申請書に必要事項を記入し、医療
　機関の診療明細とともに町役場へ提出。
 ･町は身体障害者更正相談所へ更正医療の判定依頼｡
○決定通知
 ･本人及び医療機関に決定通知を送付。

○視覚障害の角膜移植、瞳孔閉鎖に対する光彩切除
　術等
○聴覚障害者の外耳道形成手術
○肢体不自由の各関節の援助術・固定術。切断端成
　形術・人口骨置換術
○心臓障害者のペースメーカー埋め込み手術
○口蓋裂後遺症の歯科矯正
○小腸障害者の中心静脈栄養法
○腎臓機能障害者の人工透析療法及び腹膜潅流の実
　施、腎移植術
○その他更正相談所が必要と認めたもの

○身体障害者の日常生活能力の回復を図るための直
　接的かつ効果的な手段として医学的な方法によっ
　て身体の障害そのものを除去、あるいはその程度
　を軽減する。

○管理台帳を作成するとともに、エクセルにて名簿
　等を作成し、管理している。

具体的調整方針

合併までに調整し、新町発足時よ
りシステムを電算化する。

合併した場合、住民への医療券発
行の際、事務手続において時間が
掛かる恐れがあるため、システム
の電算化が必要。

○申請手順
 ･町役場に備付の申請書に必要事項を記入し、医療
　機関の診療明細とともに町役場へ提出。
 ･町は身体障害者更正相談所へ更正医療の判定依頼｡
○決定通知
 ･本人及び医療機関に決定通知を送付。

○視覚障害の角膜移植、瞳孔閉鎖に対する光彩切除
　術等
○聴覚障害者の外耳道形成手術
○肢体不自由の各関節の援助術・固定術。切断端成
　形術・人口骨置換術
○心臓障害者のペースメーカー埋め込み手術
○口蓋裂後遺症の歯科矯正
○小腸障害者の中心静脈栄養法
○腎臓機能障害者の人工透析療法及び腹膜潅流の実
　施、腎移植術
○その他更正相談所が必要と認めたもの

○身体障害者の日常生活能力の回復を図るための直
　接的かつ効果的な手段として医学的な方法によっ
　て身体の障害そのものを除去、あるいはその程度
　を軽減する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題

○管理台帳を作成するとともに、エクセルにて名簿
　等を作成し、管理している。

-
 
2
2
4
 
-



11．緊急医療対策補助事業 11．緊急医療対策補助事業
 (1)病院群輪番医制運営事業  (1)病院群輪番医制運営事業

・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)在宅当番医制運営事業  (2)在宅当番医制運営事業

 (3)小児救急医療支援事業  (3)小児救急医療支援事業

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

○夜間及び休日に当番を決めて患者を診察し、救急
　の患者のスムーズな診療に寄与することを目的に､
　三好郡医師会と委託契約を締結。
○委託金額　年額396,000円
○経費負担　全額町費

○夜間及び休日に当番を決めて患者を診察し、救急
　の患者のスムーズな診療に寄与することを目的に､
　三好郡医師会と委託契約を締結。
○委託金額　年額525,000円
○経費負担　全額町費

○少子化が進行する中、安心して子どもを生み育て
　ることができる環境を整備するため、半田病院・
　三好病院に対し補助金を交付することにより、小
　児救急受入体制の充実を図り休日夜間の急な小児
　疾病に対応する。
○補助金額　年額331,000円
○経費負担　国1/3、県1/3、町1/3

○少子化が進行する中、安心して子どもを生み育て
　ることができる環境を整備するため、半田病院・
　三好病院に対し補助金を交付することにより、小
　児救急受入体制の充実を図り休日夜間の急な小児
　疾病に対応する。
○補助金額　年額331,000円
○経費負担　国1/3、県1/3、町1/3

三　好　町 具体的調整方針

○住民の救急医療の確保を図るため、西部Ⅱ救急医
　療圏病院(三好病院、三野病院)が実施する、病院
　群輪番医制運営事業に要する経費に対し、予算の
　範囲内で補助金を交付。
○補助金額　年額1,885,000円
○経費負担　全額町費

○住民の救急医療の確保を図るため、西部Ⅱ救急医
　療圏病院(三好病院、三野病院)が実施する、病院
　群輪番医制運営事業に要する経費に対し、予算の
　範囲内で補助金を交付。
○補助金額　年額2,310,000円
○経費負担　全額町費

-
 
2
2
5
 
-



１．老人福祉センター １．老人福祉センター
 (1)名称  (1)名称 ・

 (2)利用対象者  (2)利用対象者
・差異がある。

 (3)使用料  (3)使用料
〇60歳以上無料 ○65歳以上高齢者　　無料 ・差異がある。
○町中央公民館使用料による ○その他の者 (円)

 (4)利用時間  (4)利用時間
○特に定めなし ・差異がある。

 (5)休館日  (5)休館日
○特に定めなし ・差異がある。

 (6)利用申請手順  (6)利用申請手順
・差異がある。

 (7)管理委託先  (7)管理委託先
○個人に委託 ○町社会福祉協議会 ・差異がある。

○町内に居住しているおおむね65歳以上の高齢者
○その他町長が認めた者

各室使用料の4/10相当額

17時～

冷暖房使用料

12時～17時
5,000
1,500

○使用許可申請書の提出
○許可
○使用料の納付
○許可証の交付
○利用

○町内在住の60歳以上の高齢者及びその関係者

9時～12時
3,000
1,000

時間
集会室
その他

7,000

三 加 茂 町

○9:00～16:00(月～金曜日)
○9:00～12:00(土曜日)

※町長が認めた場合は減免できる

○日曜・祝日
○年末年始(12/29～1/3)
○土曜日の午後

2,000

○使用許可申請書の提出
○許可
○利用

高齢者福祉分科会

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

協　議　項　目

調整方針（案）

　福祉施設関係

（１）老人福祉センターについては、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。
（２）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。

健康福祉部会

○町老人福祉センター
 ･場所　西庄字横手70

○町老人福祉センター
 ･場所　大字昼間3697(町中央公民館内)

現行のとおり新町に引き継ぐ。た
だし、利用申請手続については、
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。

-
 
2
2
6
 
-



 (8)管理委託料  (8)管理委託料
○町公民館管理委託料に含む 該当なし ・差異がある。

 (9)経費負担  (9)経費負担
○全額町費 ○全額町費

 (10)備考  (10)備考

２．福祉センター ２．福祉センター
 (1)名称 該当なし

・三好町のみ設置。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)利用対象者
○住民及びその関係者

 (3)使用料

 (4)利用時間
○原則 8:00～20:00

 (5)利用申請手順
○予め町長の許可を受ける。

 (6)管理委託先
○個人に委託

 (7)管理委託料
○月額　30,000円

 (8)経費負担
○全額町費

○施設内に町社会福祉協議会事務所あり

課　　題

○施設内に町社会福祉協議会事務所あり

○町東部福祉センター
 ･場所　大字昼間ミツマサ16

○原則無料
　※町長が必要と認めた経費は利用者が負担

三　好　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

-
 
2
2
7
 
-



３．デイサービスセンター ３．デイサービスセンター
 (1)名称  (1)名称

・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)利用対象者  (2)利用対象者

 (3)利用料  (3)利用料

 (4)利用申請手順  (4)利用申請手順

 (5)管理委託先  (5)管理委託先
○町社会福祉協議会 ○町社会福祉協議会

 (6)管理委託料  (6)管理委託料
○なし ○なし

 (7)経費負担  (7)経費負担

４．老人憩いの家 ４．老人憩いの家
 (1)名称  (1)名称

・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)利用対象者  (2)利用対象者
○特に定めなし ・差異がある。

○町デイサービスセンター
 ･場所　西庄字横手70

○使用許可申請書の提出
○許可
○利用
○利用料の納付

○老人福祉法第5条の2第3項に規定する者
○その他町長が認める者

○介護保険法に基づき定められた額
　※町長が認めた場合は減免できる

○町北村老人憩いの家
 ･場所　加茂2116

課　　題

○全額町社会福祉協議会運営費

三 加 茂 町

○町老人憩いの家　かじか荘
 ･場所 昼間2984-9

○使用許可申請書の提出
○許可
○利用
○利用料の納付

○老人福祉法第5条の2第3項に規定する者
○その他町長が認める者

○全額町社会福祉協議会運営費

○町デイサービスセンターさざんか荘
 ･場所　大字足代2979

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三　好　町

○町内に居住する概ね65歳以上の寝たきり高齢者等
　であって、身体等が虚弱なために家庭での入浴が
　困難な者。

○介護保険法に基づき定められた額
　※町長が認めた場合は減免できる

-
 
2
2
8
 
-



 (3)使用料  (3)使用料
○特殊浴槽　　無料 ・差異がある。

 (4)利用時間  (4)利用時間
○22:00まで ・差異がある。

 (5)利用申請手順  (5)利用申請手順
・差異がある。

 (6)管理委託先  (6)管理委託先
○町社会福祉協議会 ○個人 ・差異がある。

 (7)管理委託料  (7)管理委託料
○なし ・差異がある。

 (8)経費負担  (8)経費負担
○全額町費 ○全額町費

５．ふれあい健康館 ５．ふれあい健康館
 (1)名称 該当なし

・三好町のみ設置。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)利用対象者

 (3)使用料
○なし

 (4)利用時間

 (5)休館日

○振興会長に申し出るか、管理者に申し出て借りる｡
○使用料は振興会計に納付。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○振興会員の冠婚葬祭使用　1日　4,000円
○振興会員以外
 ･営利目的以外利用　　　　1日　3,000円
 ･営利目的利用　　　　　　1日 10,000円

○土・日曜日及び祝日
○年末年始(12/29～1/3)

○10:00～12:00
○13:00～15:00

○町内在住の40歳以上の者で、老化等により心身の
　機能が低下している者

○毎週水曜日　13:00～16:30

○年額　1,600,000円　※児童公園管理委託料含む

○利用申請書の提出
○利用資格等の調査
○利用決定及び却下通知
○利用

○ふれあい健康館
 ･場所 昼間3700-1

課　　題 具体的調整方針三 加 茂 町三　好　町

-
 
2
2
9
 
-



 (6)利用申請手順

 (7)管理委託先
該当なし

 (8)管理委託料
該当なし

 (9)経費負担
○全額町費

６．ふれあい公園 ６．ふれあい公園
 (1)名称 該当なし

・三好町のみ設置。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)利用対象者
○特に定めなし

 (3)使用料
○なし

 (4)利用時間

 (5)利用申請手順
○特に定めなし

 (6)管理委託先
○町社会福祉協議会

 (7)管理委託料
○年額　700,000円

 (8)経費負担
○全額町費

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題

○特に定めなし

三 加 茂 町

○「機能訓練実施申込書」及び「機能訓練指示書及
　び連絡票」を提出
○「機能訓練実施通知書」又は「却下通知書」によ
　り通知
○利用及び利用日時を記述

○町ふれあい公園
 ･場所　足代2986-1

三　好　町

-
 
2
3
0
 
-



７．児童公園 ７．児童公園
 (1)名称 該当なし

・三好町のみ設置。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)利用対象者
○町内児童及びその関係者

 (3)使用料
○無料

 (4)利用時間

 (5)使用申請手順

 (6)管理委託先
○町社会福祉協議会

 (7)管理委託料
○老人憩いの家に含まれる

 (8)経費負担
○全額町費

８．ふれあいグラウンド ８．ふれあいグラウンド
該当なし  (1)名称

・三加茂町のみ設置。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

具体的調整方針

○球場　　特になし
○プール　13:00～16:00

○町児童公園
 ･場所　大字昼間字寺前及び滝の上

課　　題三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○西庄ふれあいグラウンド
 ･場所　西庄字大橋25
○江口ふれあいグラウンド
 ･場所　中庄1454-1
○中庄ふれあいグラウンド
 ･場所　中庄661-3
○北村ふれあいグラウンド
 ･場所　加茂2484-1
○中村ふれあいグラウンド
 ･場所　加茂2943-2

○球場
 ･使用３日前までに使用許可届けを提出
 ･許可書の交付
 ･使用
○プール　特になし

三　好　町

-
 
2
3
1
 
-



 (2)利用対象者
○特に定めなし

 (3)使用料
○なし

 (4)利用時間
○なし

 (5)利用申請手順
○管理者の許可を得て使用

 (6)管理委託先
○施設利用代表者

 (7)管理委託料
○なし

 (8)経費負担
○全額町費

９．生きがいと創造の作業所 ９．生きがいと創造の作業所
　該当なし  (1)名称

・三加茂町のみ設置。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)利用対象者
○特に定めなし

 (3)使用料
○なし

 (4)利用時間
○特に定めなし

 (5)利用申請手順
○管理者の許可を得て使用

 (6)管理委託先

○生きがいと想像の作業所
 ･場所　中庄1189(資料館隣)

○町社会福祉協議会及び町陶芸クラブ

具体的調整方針課　　題三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

-
 
2
3
2
 
-



 (7)管理委託料
○なし

 (8)経費負担
○全額町社会福祉協議会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

-
 
2
3
3
 
-



 日程９             協議第１１９号 
 

上下水道事業関係について（再協議案） 
 
各種事務事業の取扱いのうち、上下水道事業関係について提出する。 

 
 
平成１７年 ２月１０日 提出 

 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 

上下水道事業関係について 

（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。 
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２４－１６．上下水道事業関係

・三好町簡易水道 ・毛田簡易水道
　　認可年月日 　　認可年月日

昭和56年7月1日 昭和48年7月6日
　　計画給水人口 　　計画給水人口

　　5,000人 200人
　　計画一日最大給水量 　　一日最大給水量

3,060m3/日 32m3/日
　　　（内訳）

第１浄水場　1,190m3/日
　

　　現在給水人口　　4,900人 　　現在給水人口　    84人

・加茂山簡易水道
　　認可年月日

昭和46年3月1日
　　計画給水人口

400人
　　一日最大給水量

70m3/日
　　現在給水人口　   172人

　２町の事業及び施設については、
現行のとおり新町に引き継ぐ

　２町それぞれ施設を有しており、
三好町には、消臭事業計画及び取水
口改修事業がある

【概要】

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

【概要】

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

【目的】 【目的】

　現在は、変更及び新規事業の計画なし　現在は、変更及び新規事業の計画なし

１．簡易水道整備状況１．簡易水道整備状況

環境部会

三 加 茂 町

簡易水道事業関係

具体的調整方針
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

調整方針（案）

協　議　項　目

三　好　町

・各町の事業及び施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・加入金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・水道料金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・量水器の使用料については、現行のとおり無料とする
・水道関係手数料については、三加茂町の例により、新町発足時より統一施行する
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　　種　別　　　小川谷川表流水 　　種　別　　　表流水
　　浄水能力     1,460m3/日 　　浄水能力
　　水　質　　　良 　　水　質　　　水質基準に適合

　　種　別　　　吉野川表流水 　　種　別　　　表流水
　　浄水能力     2,165m3/日 　　浄水能力
　　水　質　　　良 　　水　質　　　水質基準に適合

【給水区域】 【給水区域】

　計画に差異あり
　拡張・整備計画は無い。

⑤メーターのみ貸与。

⑥材料（止水栓、筐）は町の指定品を購入

具体的調整方針
三　好　町 三 加 茂 町

 給水区域は、三好町平坦部全域

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

課　　題

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

　管理者が設置し、水道の使用者又は管理人もしくは給水装
置の所有者が保管。

　保管者が管理義務を怠ったことによるメーターの亡失、毀
損にあっては、保管者はその損害額を弁償しなければならな
い。　　（給水条例第17条）

２．拡張、整備計画
　現在、飲料水に多少の臭いが出る場合があるので、消臭事
業及び取水口改修事業を平成１７年度以降に実施予定

【新規加入等の申込】
　給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとするもの
は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込、そ
の承認を受けなければならない。

３．給水開始、中止

第２浄水場

第１浄水場 毛田水源
【水源の水質等】 【水源の水質等】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

３．給水開始、中止

　給水区域は、水道法による許可を受けたそれぞれの事業区
域

加茂山水源

【新規加入等の申込】

２．拡張、整備計画

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

②給水装置工事申込書」「工事立会願」「使用材料一覧」を
提出。

④給水装置工事は、「指定給水工事事業者」が施工する。
（給水条例第7条）

　現行のとおり、新町に引き継ぐ

　事務手続きに若干の差異あり 　事務手続きについては、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
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　代理人に変更があったときもまた、同様とする。 　代理人に変更があったときもまた、同様とする。

･ 給水装置を共有する者
･ 給水装置を共用する者
･ その他管理者が必要と認めた者

･ 水道の使用を止めるとき。 ･
･

･
･

･
･

･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

水道の使用を開始、又は、やめるとき。

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

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

　町長は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させる
ことができる。

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

　管理者は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させ
ることができる。

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

【使用中止、変更等の届出】
　水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらか
じめ町長に届出なければならない。

水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

【使用中止、変更等の届出】

　水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみや
かに、町長に届出なければならない。

給水装置の所有者に変更があったとき。

消化栓を消防用に使用したとき。

【代理人の選定】

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

水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき｡

給水装置の所有者に変更があったとき。

管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったと
き。

消化栓を消防用に使用したとき。

給水装置の所有者に変更があったとき。

【管理人の選定】
　　　（給水条例第15条）

【代理人の選定】
　　　（給水条例第14条）

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

【管理人の選定】

管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったと
き。

メーターの口径又は用途を変更するとき。

給水装置の使用を開始又は中止しようとするとき。

消防演習に消化栓を使用するとき。

　水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみや
かに、町長に届出なければならない。

課　　題 具体的調整方針

メーターの口径又は用途を変更するとき。
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・

①加入金の金額 ①加入金の金額 加入金に差異あり
　　口径 13mm　　　　 50,000円 　　口径 13mm　　　　 80,000円 （別紙２町比較表）
　　口径 20mm以上　　 80,000円 　　口径 20mm　　　　160,000円

　　口径 25mm　　　　210,000円
　　　　　消費税別途必要 　　口径 30mm　　　　260,000円

　　口径 40mm　　　　530,000円
　　口径 50mm　　　　790,000円
  ※口径 30mm以上については、町長と協議｡
　　　　　消費税別途必要

②申込の際に納入 ②申込の際に納入

③還付不可 ③還付不可

差異なし 現行のとおり新町に引き継ぐ４．工事負担金

　「給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した
給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただ
し町長が、その必要がないと認めた工事については、この限
りでない。

　「工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。」と、条例
では、規定されているが、実際には、給水の加入申込の際に
設計書を提出し、工事の内容と使用材料及び数量の審査を行
い承認する事務手続きをしている。

　事務手続上、給水装置の工事費は、個人負担としているの
で、業者に対する価格交渉は個人に委ねている。

　事務手続上、給水装置の工事費は、個人負担としているの
で、業者に対する価格交渉は個人に委ねている。

　「給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した
給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただ
し、工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。（給水条例
第10条）」と、条例では、規定されているが、実際には、給
水の加入申込の際に設計書を提出し、工事の内容と使用材料
及び数量の審査を行い承認する事務手続きをしている。

三　好　町 三 加 茂 町

①入退居ごとに「給水装置使用開始・休止申込書」を提出。

②空室はアパート所有者の名義とする。原則としてアパート
の場合はメーターの撤去は行わない。

アパート・借家（各戸にメーターが設置されている場合）

④新使用者は給水加入金の納入は必要としない。

③空室の水道料金は課金しない。

４．工事負担金
【新設等の費用負担】

【加入金】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【加入金】
　 　　（給水条例第30条）

具体的調整方針課　　題

　加入金については、これまでの事
業経過及び施設運営が異なるため、
現行のとおり新町に引き継ぐ
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･   料金（1箇月につき） （別紙２町比較表）
・

･

・
･

･ ・

･
・

･ 臨時用1 につき200円

・

  日割計算なし   料金改定　　平成13年4月

　日割計算なし

  臨時使用の水道料金は、通常どおりを徴収する。

三　好　町

    大口用
    　基本水量　   100 
      基本料金  16,000円
      水量料金     170円

    官公署用
    　基本水量  　  20 
      基本料金   3,000円
      水量料金     160円

    臨時用
    　基本水量　    10 
      基本料金   7,000円
      水量料金     500円

  料金は､1箇月につき、下記により算定した基本料金と超過
料金の合計額に、1.05を乗じて得た金額とする。この場合に
おいて、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切
り捨てるものとする。（給水条例第23条）

　　家事用
　　　基本水量　　　10 
　　　基本料金 　1,300円
　　　水量料金　　 140円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

  水道料金は、水道の使用者から徴収する。水道を使用する
者は料金の納入について連体責任を負うものとする。（給水
条例第29条）

家庭用
　　基本料金10 まで1,100円　超過料金1 につき130円

営業用
　　基本料金10 まで1,200円　超過料金1 につき140円

５．水道料金
三 加 茂 町

【概要】

官公庁用
　　基本料金20 まで2,000円　超過料金1 につき140円

医業用
　　基本料金10 まで1,200円　超過料金1 につき140円

工業用
　　基本料金100 まで10,000円超過料金1 につき140円

【算出法】

５．水道料金

【その他】

  料金は次の区分により算出した金額と、その金額に1.05を
乗じて得た金額とする。この場合において、その額に1円未
満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
（給水条例第30条）

【概要】
  水道料金は、水道の使用者又は管理人から徴収する。（給
水条例第22条）

  共同給水装置の水道料金は、各使用者が連帯し、その納付
義務を負担するものとする。（給水条例第22条第2項）

    営業用
    　基本水量　    10 
      基本料金   1,700円
      水量料金     160円

【その他】

【算出法】

具体的調整方針課　　題

　水道料金の用途区分及び料金に差
異あり

　水道料金については、これまでの
事業経過及び施設運営が異なるた
め、現行のとおり新町に引き継ぐ
　ただし、三好町の算出法において
は、三加茂町の例により、１０円未
満の端数を切り捨てるものとする
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納入方法に若干の差異

②口座振替

　金融機関は振替指定日に口座から振替を行なう。

　金融機関は納入期限日に口座から振替を行なう。

　やむ得ない理由があると認めたときは、定例日を変更する
ことができる。

　給水装置を廃止し、又は中止した場合は、その都度メー
ターの点検を行い料金を算定することができる。

　水道料金の納入通知書を使用者に送付し、納入期限までに
納入してもらう。又は集金する。

７．料金納入方法

【該当金融機関】

①会計窓口ならびに金融機関窓口で納付する者

　封筒内に納付書を入れ、個人へ納付通知書を郵送する。
（簡易水道では該当者なし）

　金融機関とは「三加茂町簡易水道預金口座振替に関する契
約書」を締結。

②共用給水装置の水道料金は、各使用者が連帯し、その納付
義務を負担するものとする。

【概要】

　会計窓口ならびに金融機関窓口で納付する者

①水道料金は給水装置の使用者から徴収する。

　前項の規程にかかわらず町長が必要と認めたときは、翌月
の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及び
その前月分の料金を算定する事ができる。この場合の使用水
量は、各月均等とみなす。

６．賦課徴収

　料金は、料金算定基準日として、あらかじめ町長が定めた
日に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもっ
て定例日の属する月分として算定する。

②共用給水装置によって水道料を使用者は料金の納入につい
て連帯責任を負うものとする。

　水道料金の納入通知書を使用者に送付し、納入期限までに
納入してもらう。

三　好　町 三 加 茂 町

【事務手順等】

　封筒内に納付書を入れ、個人へ納付通知書を郵送するか、
又は集金員が送付・集金する。

　金融機関とは「三好町水道料金口座振替に関する契約書」
「ＦＤの交換による預金口座振替に関する契約」を締結。

【事務手順等】

該当金融機関（町内金融機関）阿波銀行、徳島信用金庫, JA
阿波みよし、郵便局

【該当金融機関】

【対象者】

【賦課基準】 【賦課基準】

７．料金納入方法
【概要】

　JA阿波みよし、阿波銀行、四国銀行、四国労働金庫、徳島
銀行、郵便局

６．賦課徴収

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【対象者】

　料金は、料金算定基準日として、あらかじめ町長が定めた
日に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもっ
て定例日の属する月分として算定する。

　量水器指針値確認後、使用水量に応じて水道料金を賦課す
る。（給水条例第24条）

①水道の使用者又は管理人から徴収する。

具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町においては、口座振替制度を推進
するものとする

課　　題
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・ ・

・ ・

・
・

・

・

・

三　好　町
課　　題

　町長は、前項の提出があった場合は、速やかに調査のう
え、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

【料金等の軽減又は免除】

　町長は、前項の提出があった場合は、速やかに調査のう
え、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

災害その他の理由により料金の納付が困難せある者の料金

不可抗力による漏水に起因する料金

その他、町長が公益上その他特別な理由があると認めたもの

　規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納
付金減免申請書」の提出をもって行う。

【料金等の軽減又は免除】

　規定により料金等の軽減又は免除の申請は、「水道事業納
付金減免申請書」の提出をもって行う。

慈善事業又は公益事業のため使用するとき

【更正】
  既に調停した後、漏水等の理由で水量認定が行なわれた場
合や開始、休止、廃止等の理由により水道料金の変更が行な
われた場合については、随時調停の更正を行なう。

　水道料金を徴収後その料金の算定に過誤があったときは、
翌月以降の料金において精算することができる。

【精算】

生活保護法の規定により保護を受ける者の維持負担金

町の管理に属する物の維持負担金

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

  水道の一時的な使用や使用中止する場合、随時検針を行な
い使用水量を確定し、水道料金の精算を行なう。

公費の扶助を受けている者が使用するとき

その他町長が必要と認めたとき

三 加 茂 町

工事又は臨時用に利用するときの維持負担金

【精算】

８．更正、精算

  既に調停した後、漏水等の理由で水量認定が行なわれた場
合や開始、休止、廃止等の理由により水道料金の変更が行な
われた場合については、随時調停の更正を行なう

　２町住民に差異が生じないよう、
合併までに調整し、新町発足時より
統一施行する

【更正】
８．更正、精算

　軽減・免除規定に差異あり

具体的調整方針
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　①対象者…水道料金未納者 　①対象者…水道料金未納者
　②実施時期…基本的には、随時実施。 　②実施時期…随時。
　③過年度より納入させる。 　③過年度より納入させる。

過料に差異あり

･

･
・

・

･
・

・

正当な理由がなくて、給水装置の変更工事施工、メーターの
設置、使用水量の計量、給水装置の検査又は給水の停止を拒
み又は妨げたもの。

給水装置の管理義務を著しく怠ったもの。町長は、詐欺その
他、不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に
対し、徴収を免れた額の5倍に相当する金額以下の過料を科
すことができる。

料金標準の要件について虚偽の届け出をし又は故なく届け出
を怠ったとき

　水道料金は給水装置の使用者から徴収する。

　供給給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入に
ついて連体責任を負うもにとする。

  使用料、工事費、手数料及び過料等を定期に納付しないと
きは、期限を指定して督促する。

９．収納、滞納整理、執行停止、欠損

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

【未収金の徴収・督促】

９．収納、滞納整理、執行停止、欠損

  水道の使用者又は管理人は、水道料金の支払い義務を有す
る。

　④滞納整理時、納入通知書は手書きで対応。

  水道料金を指定期限内に納入しない水道使用者に対し、給
水を停止することができる。

【給水停止】

　④滞納整理時、納入通知書は手書きで対応。

  水道料金を指定期限内に納入しない水道使用者に対し、給
水を停止することができる。

【未収金の徴収・督促】

  未納明細書を元に滞納整理。

　町長は、次に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科
すことができる。

【過料】
　次の各号の一に該当する行為によって、使用料又は手数料
を免れた者は、その免れた金額の５倍に相当する金額
（50,000円以上）以下の過料に処し又は３０日以内に給水を
停止することができるあらかじめ町長の承認を受けないで、給水装置を新設、改

造、修繕又は撤去したもの。

【過料】

【給水停止】
　（給水条例第34条）

  水道料金の未収分においては、徴収を行なう。

給水を目的外に使用し又は他人に分与あるいは水田等に濫用
したとき

承認を受けないで私設消火栓の演習を行ったとき

　事務手続きについては、２町に差
異がないので、現行のとおり新町に
引き継ぐ

具体的調整方針課　　題

量水器又は水管に加工しその他不正の方法を以って給水使用
したとき

　過料については、合併までに調整
し、新町発足時より統一施行する

-
 
2
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-



　メーターは町長が設置して、水道の使用者又は管理人もし
くは給水装置の所有者に保管させる。

　保管者は、善良な注意をもって量水器を管理しなければな
らない。

　保管者が管理義務を怠ったため量水器を亡失又はき損した
場合、その損害額を弁償しなければならない。

【量水器の貸与】

　量水器は、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

　町長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めた
ときは、受水ﾀﾝｸ以下の装置に町のメーターを設置すること
ができる。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

　給水量は、量水器（メーター）により計量する。ただし、
町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

　メーターの位置が管理上管理上不適当となったときは、町
長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させる
ことができる。

10．量水器

　町が貸与する量水器の使用料は徴収していない。
【量水器使用料】 【量水器使用料】

　メーターの取り替え・再設置は町で行う

　保管者が管理義務を怠ったため量水器を亡失又はき損した
場合、その損害額を弁償しなければならない。

【量水器の設置】
　量水器の使用料については、現行
のとおり無料とする。なお、量水器
の設置基準については、合併までに
調整し、統一施行する

　量水器の設置に若干の差異

　量水器は、給水装置に設置し、その位置（検針に便利な場
所）は町長が定める。

　町が貸与する量水器の使用料は徴収していない。

10．量水器

課　　題 具体的調整方針

　メーターの取り替え・再設置は町で行う

　保管者は、善良な注意をもって量水器を管理しなければな
らない。

【量水器の設置】
             （条例第16条）

　給水量は、量水器（メーター）により計量する。ただし、
町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

【量水器の貸与】
             （条例第17条）

　量水器は、有料で使用者又は管理人もしくは所有者に貸与
保管させる。

-
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人員の状況に差異
　①検針員は1人。 　①検針員(集金人兼務)

　　　　　　　　毛田　　 1名
　　　　　　　　加茂山 　1名
　②2年契約
　③委託料(検針・集金合計)
　　　　　　　　毛田　　 13,000円
　　　　　　　　加茂山 　20,000円

　　　　　　　　毛田　 36件（集金13件）

事務手順に若干の差異

時期に差異

①検針委託料の推移
・平成9年度から変更なし。

①検針は毎月の月始から20日間くらい行う。

②検針員の年齢等規定なし

①水道料金システムで当月分データ作成後検針機械にデータ
ダウンロードその後検針員がデータを打ち込む、料金の印字
した伝票を各家庭に置いてくる。

【実施時期】

三　好　町

【概要】

　②現在の検針件数は1,947件。

【事務手順】

11．検針

②漏水の疑いがある場合は、口頭又は電話で各家庭に連絡す
る。

③検針後データをシステムをアップロウド、エラーチェッ
ク。

①今回指針値を検針票に記入、今回指針と前回指針の差を使
用水量に記入し,検針票兼口座振替領収書を各家庭に置いて
くる。

　④現在の検針件数
            (H15.5現在)

・山間部や少数集落のため、地域から代表を出してもらい委
託しており、地形などを考慮して、件数割にはしていない。

④漏水の疑いがある場合は、口頭又は電話で各家庭に連絡す
る。

【概要】

三 加 茂 町
11．検針

③役場担当者が検針結果を確認。

【事務手順】

【実施時期】

【その他】

①検針は毎月1日から約2週間。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　検針事務については、現行のとお
り新町に引き継ぐ
　なお、事務等に不合理の生じた事
項については、新町発足後調整する

具体的調整方針課　　題

②役場にて検針指数をパソコン端末に入力。
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手数料に差異

･

･

･

　　　四国情管のシステム使用 　　　扶桑電通のシステム使用

　役場で状況把握はできない

【配水管台帳の管理】
　図面 ①台帳
 　平面図（縮図）に記入
　　　配水管…1/2,000

②図面

【手数料】
   （給水条例第20条）

12．水道関係手数料

課　　題

【手数料】

　役場庁舎内計器盤により第一浄水場の排水量及び排水地の
水位監視及び記録。

　　　第1浄水場内配管
　　　　　　　… 1/600

　　　第2浄水場内配管
　　　　　　　…1/200

三　好　町 三 加 茂 町

　④各種証明手数料（1件につき）　　　　　　　400円

　水道料金システム単独では保守委託していない。

15．水道施設台帳

13．電算システム保守委託

　第37条  手数料は、次の各号の区分により、申込みの際又
は随時これを徴収する。

①工事（修繕を除く）請求及び承認を申請するとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　申込手数料1,000円

　②各条例9条2項により、検査を受けるとき、
　　　　　　　　　検査手数料               1,000円

　　　導水管・送水管
　　　　　　　… 1/10,000

【配水管台帳の管理】

　年度終了後､その年に行った工事に配管番号をつけ、地区
名布設年度・口径・延長等を一覧にして台帳にする｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　水道料金システム単独では保守委託していない。

　役場庁舎内中央監視盤により、第一・第二浄水場の異常を
警報し状況により各浄水場で原因究明及び対処する。

14．簡易水道遠方計測監視システム

第7条の竣工検査をするとき（申込時徴収） 　1,000円

各種証明手数料　　　　　　　　　　　　　　　400円

　配管番号をつけ台帳として管理ができたら、今度は路線を
図面に記入していき台帳と図面をシンクロさせる｡

15．水道施設台帳

12．水道関係手数料

14．簡易水道遠方計測監視システム

　③給水装置工事事業者指定手数料   　　 　10,000円

具体的調整方針

　役場にて状況把握ができるかどう
かに差異

　水道業務管理システムに差異あり

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　電算システム統合作業との連携を
図りながら、合併までに調整する

　各町がそれぞれの図面等を有して
いる

　現行にとおり新町に引き継ぎ、新
町発足後検討する

　三加茂町の例により、新町発足時
より統一施行する

13．電算システム保守委託

　手数料は,次の各号の区別により,申込者から申込の際,こ
れを徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めた
申込者からは,申込後、徴収することができる｡

給水装置工事事業者指名手数料  　　　　　 10,000円
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①状況の把握 ①状況の把握
　1．日常管理 　1．日常管理

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

･ ･

課　　題

実施時期…実施機関の指定日

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

浄水の定期水質検査を月1回実施する。

三　好　町 三 加 茂 町

(2)委託…定期的に全水源地系統別の水質
　　　　　　検査を実施する。

実施機関…社団法人徳島県薬剤師会検査センター

浄水の定期水質検査を月1回実施する。

【事業概要】

浄水処理薬品の残量チェック、補充、投入を実施する。

定期的に水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見に
努めている。

異常発見時は、対応方法を課長等と検討し、併せて修繕工事
等の施行の決裁をとる。

　施設の適正な管理及び迅速な修復対応で水道水の安定供給
に努める。

【目的】

浄水処理薬品の残量チェック、補充、投入を実施する。

原水、浄水の全項目検査を年2回実施する。

16．水源・浄水施設維持管理

(1)直営…原則として日常点検業務は、環境課
　　　　　　水道係により実施する。

【目的】
　水源施設の適正な管理及び迅速な修復対応で水道水の安定
供給に努める。

【事業概要】

(2)委託…定期的に全水源地系統別の水質
　　　　　　検査を実施する。

実施時期…実施機関の指定日

実施以後処理…検査結果受領後保管。異常があれは
　　　　　　追跡調査等対応。

　２町に差異がないので、現行のと
おり新町に引き継ぐ

具体的調整方針

実施以後処理…検査結果受領後保管。異常があれは
　　　　　　追跡調査等対応。

実施方法…町による採水又は検査機関による採水

原水、浄水の全項目検査を年2回実施する。

異常発見時は、対応方法を課長等と検討し、併せて修繕工事
等の施行の決裁をとる。

実施機関…社団法人徳島県薬剤師会検査センター

実施方法…町による採水又は検査機関による採水

定期的に水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見に
努めている。

16．水源・浄水施設維持管理

(1)直営…原則として日常点検業務は、環境課
　　　　　　水道係により実施する。
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　2．定期点検・管理 　2．定期点検・管理

･ ･

･ ･

･ ･

差異なし

①状況の把握 ①状況の把握

　(1)住民からの通報。 　(1)住民からの通報。
　(2)貯水状況からの推測。 　(2)貯水状況からの推測。
　(3)職員による漏水調査。 　(3)職員による漏水調査。
　(4)パトロールによる漏水の推測。 　(4)パトロールによる漏水の推測。

②修繕の実施 ②修繕の実施

　5．備蓄材の貸与、返納。 　5．備蓄材の貸与、返納。

　6．工事監督管理 　6．工事監督管理

　7．工事の検査 　7．工事の検査

　3．住民への周知（行政同報無線）。

　管路施設の水質保持、漏水の防止、漏水発生時の迅速な修
復対応で安定供給に努める。

異常があった場合は、協議し、必要により修繕する。

【目的】

(1)電気計装施設及び自家発電機の定期点検は、
　　自家用電気工作物の保安管理業務（1年間）を
　　業者に委託する。

異常があった場合は、協議し、必要により修繕する。

17．管路施設維持管理

【事業概要】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　(5)業者委託による漏水調査。

点検報告書の提出、保管する。

17．管路施設維持管理

　2．迅速に対応可能な業者を選定し、依頼。
　　　　　　　　　　　　（漏水修繕当番制なし）

　管路施設の水質保持、漏水の防止、漏水発生時の迅速な修
復対応で安定供給に努める。

【事業概要】

　(5)業者委託による漏水調査。

【目的】

　3．住民への周知（行政防災無線等）

(1)電気計装施設及び自家発電機の定期点検は、
　　自家用電気工作物の保安管理業務（1年間）を
　　業者に委託する。

必要に応じて立会い、確認する。

 現行のとおり新町に引き継ぎ、統一
実施する

1．施設のほとんどが、地中に埋設されおり状況の把握はき
わめて困難である｡

必要に応じて立会い、確認する。

点検報告書の提出、保管する。

具体的調整方針
三　好　町 三 加 茂 町

1．施設のほとんどが、地中に埋設されおり状況の把握はき
わめて困難である｡

　4．現場の管理（断水、通水作業等）

　1．状況の確認、復命、修復計画の決裁。

　2．業者選定（迅速に対応可能）し、指示。

　1．状況の確認、復命、修復計画の決裁。

　4．現場の管理（断水、通水作業等）

課　　題

-
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差異あり

　該当なし

　

管理車両に差異
･

　上水道会計により管理
･

･ 送水用地借地 　上水道で対応
　場所：三好町大字昼間(箸蔵-佃間36K830M付近)
　用途：埋管(水道管)
　面積：14㎡
　料金：6,200円／年

・水道施設敷地借地
　場所：三好町大字昼間

　料金：100,000円／年

　水道施設点検用軽トラック　　　　　　　　　1台

19．貯蔵品管理

【負担割合】【負担割合】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　漏水修繕工事用管材料・量水器等貯蔵品については,町倉
庫にて保管し,残存数量等については棚卸表にて管理する｡

　漏水修繕工事用管材料・量水器等貯蔵品については,町倉
庫にて保管し,残存数量等については棚卸表にて管理する｡

19．貯蔵品管理

　水道量水器検針及び集金用バイク　　　　　　1台

　用途：第2浄水場排水池敷地

21．施設敷地等賃貸借契約事務

三　好　町 三 加 茂 町

②給水管の修繕は、量水器で負担界とし、配水管側は町が負
担し、宅内側は受水者が負担する。ただし、宅内側のみの修
繕は、受水者から直接業者発注とする。

③給水管の修繕は、量水器で負担界とし、配水管側は町が負
担し、宅内側は受水者が負担する。ただし、宅内側のみの修
繕は、受水者から直接業者発注とする。

①配水管の修繕の原因が明確な場合は、施行者負担。 ①配水管の修繕は、全額町負担。

②上記以外の配水管の修繕は、全額町負担。

18．非常用発電機等維持管理

20．公用車維持管理

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

【公用車】
　現行のとおり新町に引き継ぐ

18．非常用発電機等維持管理

20．公用車維持管理

21．施設敷地等賃貸借契約事務

　第二浄水場に設置の非常用発電機を日頃から点検整備に努
め、非常時に必ず自動起動するよう整備する。

　四国電気保安協会に、電気設備点検委託

　点検頻度　　毎月一回（非常用発電機の起動テスト及びそ
の他点検）

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　合併までに調整し、新町発足時よ
り統一する

　修繕負担状況に差異

具体的調整方針課　　題
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  年間を通しての事務事業   年間を通しての事務事業
【事務手順】

23．指定工事事業者認定

②新たに指定を受けようとする者は、所定の様式により申請
する。

　新たに指定を受ける場合は、給水装置工事事業者指定手数
料　10,000円

②新たに指定を受けようとする者は、所定の様式により申請
する。

（事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されるこ
ととなる者を置く者であること。変更に係る事項についても
同じ。）

(3)異常発見時において対応方法を検討し復命併せて工事施
行の決裁をとる。

(4)定期的に滅菌処理薬品の残量チェックする。

①業者申請→受付→審査→伺→指定（台帳作成）→指定給水
装置工事事業者証発行

　給水装置は指定秋水装置工事業者が施工する｡

  給水装置工事を適正に施行する。

【概要】

　上水道給水区域内における新設等の指定給水装置工事事業
者を指定する。
（三好町簡易水道事業給水条例第9条）

①水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装
置工事に限る。

　上水道給水区域内における新設等の給水装置工事事業者を
指定する。

　給水工事事業者指定手数料　10,000円

　２町に差異がないので、現行のと
おり新町に引き継ぐ

(4)定期的に滅菌処理薬品の残量チェックする。

(2)各施設ごとに定められた点検項目をチェックし記録す
る。

(1)水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見に努め
ている。

【目的】

　担当職員により毎日次の点検業務を実施する。

【目的】
　水道施設の適正な運転管理とともに点検整備等行うことで
水道水の安定供給に努める。

【点検概要】

三　好　町
22．日常点検

  第16条の2第1項,第16条の2第2項及び第25条の2から第25条
の11

【概要】

  給水装置工事を適正に施行する。
【事業の目的】

①業者申請→受付→審査→伺→指定（台帳作成）→指定給水
装置工事事業者証発行

【事業の目的】

【事務手順】

【水道法】

22．日常点検

【点検概要】

　水道施設の適正な運転管理とともに点検整備等行うことで
水道水の安定供給に努める。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　２町に差異がないので、現行のと
おり新町に引き継ぐ

【水道法】

三 加 茂 町

  第16条の2第1項,第16条の2第2項及び第25条の2から第25条
の11

23．指定工事事業者認定

　担当職員により毎日次の点検業務を実施する。

(1)水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見に努め
ている。

(2)各施設ごとに定められた点検項目をチェックし記録す
る。

(3)異常発見時において対応方法を検討し復命併せて工事施
行の決裁をとる。

（三加茂町水道事業給水条例第7条第1項）

課　　題 具体的調整方針

-
 
2
4
9
 
-



若干の差異
･

･

･

　　　収益的収支 　　　収益的収支
　　　　　　総収益　　 95,876千円 　　　　　総収益      　9,815千円
　　　　　　総費用　　 68,348千円 　　　　　総費用    　 10,128千円
　　　　①収支差引  27,528千円 　　　　①収支差引　　　△313千円
　　　資本的収支 　　　資本的収支
　　　　　　資本的収入 18,060千円 　　　　　　資本的収入　　774千円
  　　　　　資本的支出 33,714千円 　　　　　　資本的支出    774千円
　　　　②収支差引 　△15,654千円 　　　　②収支差引　     　 0千円

 　　 積立金　　　　　　9,000千円 　　　積立金　        　　　0千円

　　　形式収支　　　　 15,802千円 　　　形式収支　 　　　 1,875千円

　　実質収支　　　　　 10,290千円 　　実質収支 　　　　   3,750千円

　　　　以外の繰入金   　　 0千円 　　　　以外の繰入金　　4,724千円

　　　　以外の繰入金　　1,022千円 　　　　以外の繰入金　 　　 0千円
　　　財政調整基金　　　　　0千円 　　　財政調整基金　 　　   0千円
　　　起債残高　　　　195,587千円 　　　起債残高     　　 9,667千円

　　　収支再差引　①＋②
 　　          　　　　11,874千円

　２町ともほとんど同一の事務内容
であるが、若干の差異があるので、
合併までに調整し、新町発足時より
統一施行する

具体的調整方針

指定工事店は、工事完了後、すみやかに町長の工事検査を受
けなければならない。

24．指定給水装置工事事業者の指導・監督

指定工事店が工事の施行をする場合は、あらかじめ町長の設
計審査及び材料検査を受けなければならない。ただし、町長
の支給した材料を使用する場合は、この限りではない。

三　好　町

　　　前年度からの繰越金
           　　　　　　12,928千円

指定工事店が行う工事の設計及び施行の範囲は、止水栓以下
の給水装置とする。ただし、町長が必要があると認めたとき
は、この限りでない。

【平成14年度】

　　　前年度からの繰越金
 　　            　　　 2,188千円

　　　繰出基準に基づく繰入金
   　　         　　　　5,441千円

　　　繰出基準に基づく繰入金
  　　            　　　6,284千円

【平成14年度】
25．財政指標

【収益的収支の繰入金内訳】

指定給水装置工事工事事業者が給水装置工事を施行をする場
合は、あらかじめ管理者の設計審査及び材料検査を受け、工
事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。（給
水条例第7条第2項）

【資本的収支の繰入金内訳】

　　　翌年度繰越財源
  　　   　　　　　　   1,875千円

　　　繰出基準に基づく繰入金
 　　         　　　      502千円

【資本的収支の繰入金内訳】

　　　翌年度繰越財源
        　　　　　　5,512千円

【収益的収支の繰入金内訳】

25．財政指標

24．指定給水装置工事事業者の指導・監督

　　　繰出基準に基づく繰入金
  　　         　  　　　 774千円

　　　収支再差引　①＋②
              　　　△313千円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

三 加 茂 町

-
 
2
5
0
 
-



　起債状況に差異
･ 平成14年度償還高 ･ 平成14年度発行総額

23,449,024円  0千円
･ 平成14年度償還高

774千円
･ 平成14年度償還高累計

7,933千円
･ 平成14年度償末還残高 ･ 平成14年度末償還残高

195,586,581円 9,667千円

　積立金に差異あり
（平成１５年度末） （平成１５年度末）
　　　水道事業整備基金

59,000,000円 0円

　指名審査会の構成に差異

⑤その他安全管理、労働福祉の状況など指名審査会が必要と
認める事項

27．積立金現在高

⑤その他安全管理、労働福祉の状況など指名審査会が必要と
認める事項

26．起債の状況

　入札事務全般については、建設事
業関係の調整を参考に、合併までに
調整し、新町発足時より統一施行す
る

　現行のとおり新町に引き継ぐ

【入札指名事務】
　　（総務課取り扱い事務）

　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定

28．工事・業務の入札等

【指名審査会の構成】 【指名審査会の構成】

　工事施工伺の決裁後、指名審査会を実施

28．工事・業務の入札等

　工事施工伺の決裁後、指名審査会を実施

【指名基準】

②契約しようとする建設工事等の実施場所及び地理的条件 ②契約しようとする建設工事等の実施場所及び地理的条件

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

③業者の手持ち工事状況及び技術者数 ③業者の手持ち工事状況及び技術者数

④建設工事などの施工に際しての業者の不正・不誠実な行為
の有無

①契約しようとする建設工事などの技術的適性及び工事経歴

町長、助役、総務課長、建設課長、環境課長

　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定
【指名基準】

【入札指名事務】
　　（総務課取り扱い事務）

27．積立金現在高

課　　題 具体的調整方針
三　好　町

　町長、助役、総務課長、建設課長、水道課長

　現行のとおり新町に引き継ぐ

三 加 茂 町
26．起債の状況

①契約しようとする建設工事などの技術的適性及び工事経歴

④建設工事などの施工に際しての業者の不正・不誠実な行為
の有無

-
 
2
5
1
 
-



　入札札の提出は、札を封筒に入れ封印し提出 　入札札の提出は、札を封筒に入れ封印し提出
　入札回数は、2回までとする

　代理人の場合は、委任状を提出させる 　代理人の場合は、委任状を提出させる

受付期間に差異あり
　入札指名願い申請による 　入札指名願い申請による

　　　1月1日から3月31日

　　　直接又は郵送 　　　直接又は郵送

　　　　1年間 　　　　単年度

　様式は徳島県様式 　様式は徳島県様式

　工事関係　町内業者8社、
　

　検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又
は出来高調書を作成する

　　　各年2.1～2.28受付
　　（単年度）H16.3.31迄有効

【有効期間】

【受付方法】

29．入札参加資格

【指名願いの受付】【受付期間】

29．入札参加資格

【入札事務】
　　　　（対象工事担当課）

　建設事業関係の調整を参考に、合
併までに調整し、新町発足時より統
一施行する

　建設事業関係の調整を参考に、合
併までに調整し、新町発足時より統
一施行する

具体的調整方針

　入札は仕様書の閲覧から積算期間を設け指名業者を集めて
行う

　入札は仕様書の閲覧から積算期間を設け指名業者を集めて
行う

　指名審査会で指名された業者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

課　　題
三　好　町 三 加 茂 町

　予定価格は町長が決定し、封筒に入れた後に封印し、入札
当日会場にて開封する

【入札事務】

【添付書類】

　建設事業関係の調整を参考に、合
併までに調整し、新町発足時より統
一施行する

　競争入札参加申請後に申請内容に変更が生じた場合は、速
やかに変更事項を証する関係書類を提出

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

31．工事検査

【指名業者の選定】
30．指名業者選定

　建設工事については経営事項結果通知書の写しを毎年提出

　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定

【添付書類】

　予定価格は町長が決定し、封筒に入れた後に封印し、入札
当日会場にて開封する

【指名業者の選定】
30．指名業者選定

　建設工事については経営事項結果通知書の写しを毎年提出

　指名業者の決定については、指名審査委員会においておこ
なう。

　工事の完了検査は、請負業者より工事の完成の通知を受け
た日から14日以内に、検査職員が監督職員立会いの上で設計
図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検
査を行う。

　指名業者の決定については、指名審査委員会においておこ
なう。

31．工事検査
　検査は主幹課長・担当職員が検査を行う
　書類審査と施工箇所の検査（現場監督・業者・検査員）

　競争入札参加申請後に申請内容に変更が生じた場合は、速
やかに変更事項を証する関係書類を提出

【受付方法】

【有効期間】

　指名審査会で指名された業者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

-
 
2
5
2
 
-



２４－１６　上下水道事業関係

施設の管理運営状況に差異あり

　平成14年度委託料
　1ヶ月9,000円 12ヶ月　108,000円
　小見地区水道組合

・家庭用基本水量10立方メートル基本料金　　　 400円

・ 営業用基本水量10立方メートル基本料金　　　400円

・学校用基本水量20立方メートル基本料金　　　 800円
　  超過料金1立方メートル             　    50円

　差異はあるが、各地区の状況に適
応した運営をしているため、現行の
とおり新町に引き継ぐ

    超過料金1立方メートル                 　50円

　  超過料金1立方メートル                 　50円

　料金は次の区分により算出した金額に100分の5を乗じて得
た金額。

　特に定めるものの他、この飲料水供給施設については、三
好町給水条例を準用する。

　ただし、同条例中　1条から4条まで、第7条、第13条、第
16条2項及び第3項、第17条第2項、第19条第20条、第27条、
第28条、第33条、第42条、第43条上の規程を除く。

【業務の委託料】
　施設の維持管理運営に関する業務を、小見地区水道組合に
条件を付して、委託する。

【水道料金】
　用途区分はせず、１戸当たり１，３００円を各地区から徴
収している

　①大藤西飲料水供給施設
　②木藤飲料水供給施設

　新規加入者が設置するメーター及びこれに付属する器具に
要する費用は、その者の負担とする。

　施設設置は町が行い、日常管理は地元が行っている
　水道料金を徴収するため修繕等は町が行っている

　使用規定等は、特に定めていない

【水道料金】

　町は委託契約に基づいて委託料を支払うものとする。

【管理状況】 【管理状況】

【委託料の支払】

　④五名上飲料水供給施設
　③森清飲料水供給施設

　①東山小見地区飲料水供給施設
1.施設の概要 1.施設の概要

三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目 飲料水供給施設事業関係

環境部会

・現行のとおり新町に引き継ぐ

三　好　町

調整方針（案）

課　　題 具体的調整方針

-
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-



簡易水道料金関係２町比較

大口用

１．水道使用料

日割り計算なし備考 日割り計算なし

臨　時 ― 200

140

三好町

無料貸与使用料 無料貸与

三加茂町

３．量水器（メーター）使用料

φ４０

φ３０

φ５０

80,000

80,000

530,000

790,000

φ２５

三加茂町

２．加入金

三好町口径

φ２０

φ１３ 50,000

80,000

80,000

― ―

7,000 500

工業用

医業用 10 1,200

100

16,000

―

170

―

3,000 160

浴場営業用 ― ――

1,300 140

営業用 10 1,200 140 1,700 160

家庭用 10 1,100 130

三好町 三加茂町

基本水量
（ｔ）

基本料金
（円）

超過料金
　（円／ｔ）

基本水量
（ｔ）

基本料金
（円）

超過料金
　（円／ｔ）

種別

20

―

―

官公署用

―

140

2,000

―

―

10,000

―

10

10

20

―

100

―

―

10

140

80,000

80,000

160,000

210,000

260,000

-
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１．事業の概要

　　　　計画給水量

【上水道施設】
　平成9年度三加茂町上水道変更認可申請書より
　　①宮浦水源
　　　　種別　表流水
　　　　計画取水量　2,408m3／日
　　　　水質　水質基準に適合
 　　　 （平成8年7月　徳島県薬剤師会検査センターの検査による）
　　②西庄第1水源
　　　　種別　地下水
　　　　計画取水量　  280m3／日
　　　　水質　水質基準に適合
　　　　（平成9年3月26日　香川県薬剤師会検査センターの検査による）
　　③西庄第3水源
　　　　種別　地下水
　　　　計画取水量　1,050m3／日
　　　　水質　水質基準に適合
　　　　（平成9年3月26日　香川県薬剤師会検査センターの検査による）
　　④西庄第4水源
　　　　種別　地下水
　　　　計画取水量　  643m3／日
　　　　水質　水質基準に適合
　　　　（平成9年3月26日　香川県薬剤師会検査センターの検査による）

【拡張・整備計画】

該当なし 三加茂町にのみある

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

三　好　町
　事業及び施設については、現行のとお
り新町に引き継ぐ

上水道事業関係

・事業及び施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・水道料金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・加入金については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・量水器の取扱いについては、現行のとおり新町に引き継ぐ
・水道関係手数料については、現行のとおり新町に引き継ぐ

環境部会

三 加 茂 町

協　議　項　目

調整方針（案）

　水道法第10条の規程に基づき、平成9年4月1日付けで三加茂町上水道事業変更認可を受
け、事業を実施中。

２４－１６．上下水道事業関係

　　　　計画給水人口　　　　　　　　　　　　　　 7600人

　　　　　　一人一日最大給水量　　　　　　545㍑／人・日
　　　　　　一日最大給水量　　　　　　　　　 4140m3／日
　　　　　　一人一日平均給水量 　　 　　　462㍑／人・日
　　　　　　一日平均給水量　　        　　　 3514m3／日

　水道未普及地域について､随時水道未普及地域解消事業新設、区域拡張等の事業により
整備する｡

（水道普及率は95%に達する。）
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２．固定資産管理
【目的】

【概要】
　財産管理台帳
　水道台帳

【固定資産管理】

３．水道料金
【概要】

【料金体系】

【その他】
  料金改定　平成13年4月

  日割計算なし

４．賦課徴収
1. 対象者

（給水条例第22条第2項）

2．賦課基準

料金表は別表１

課　　題 具体的調整方針

　水道料金については、これまでの事業
経過及び施設運営を考慮し、現行のとお
り新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　正確な財産管理を行なうため。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

・浪内浄水場　　　　　　　　　　　　1,829㎡
・西庄浄水場　　　　　　　　　　　　　640㎡
・山の上配水池　　　　　　　　　　　　485㎡

  水道料金は、水道の使用者又は管理人から徴収する。（給水条例第22条）

  共同給水装置の水道料金は、各使用者が連帯し、その納付義務を負担するものとする。
（給水条例第22条第2項）

  料金は､1箇月につき、下記により算定した基本料金と超過料金の合計額に、1.05を乗じ
て得た金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを
切り捨てるものとする。（給水条例第23条）

  料金（1箇月）別表1

  臨時使用の水道料金は、通常どおりを徴収する。

①水道の使用者又は管理人から徴収する。（給水条例第22条）
　　　　対象者　2,433件、H15.5現在

②共用給水装置の水道料金は、各使用者が連帯し、その納付義務を負担するものとする。

①水道料金は､1箇月につき、別表１により算定した基本料金と超過料金の合計額に、1.05
を乗じて得た　金額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたとき
は、これを切り捨てるものとする。（給水条例第23条）

②量水器指針値確認後、使用水量に応じて水道料金を賦課する。（給水条例第24条）
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　・使用水量が不明のとき。

④出納業務
　・納付書発行    毎月19日前後
　・納期限        翌月の10日

　・町内金融機関に口座振替依頼    
　・滞納整理 （随時）     
　・収納消込み
　　　　集金委託分   OCRにて処理
　　　　口座振替    FDDで一括消込み

3．その他事項

①過誤納について

②水道料金の軽減又は免除

③過料

④口座引落日について

課　　題 具体的調整方針

③使用水量認定  （給水条例第25条）

　・量水器に異常があったとき。

　・料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

　・用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

　・納入通知書兼領収書を作成（口座振替は除く）

 条例はないが確認次第、還付・返金している。

管理者は公益上その他特別の理由があると認めたとき、条例によって納付しなければなら
ない水道料金、手数料、加入金その他条例によって納付すべき金額を軽減又は免除するこ
とができる。（給水条例第31条）

  給水装置を新設､改造、修繕又は撤去しようとする者は、あらかじめその承認を受けな
ければならないが、その承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕又は撤去した者
は5万円以下の過料を科すことができる。（給水条例第36条）

  基本的には毎月26日だが、土、日、祝により後にずれ込む。
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５．検針
【概要】
①検針員　　　　　　3人
②2年契約
③委託料　　　　　　1件100円
④現在の検針件数　　2,433件（H15.5現在）

【事務手順】

③役場担当者が検針結果を確認。

【実施時期】
①検針は毎月1日から約2週間。

【その他】
①検針委託料の推移      
  平成14年度まで     70円／件
②検針員の年齢等規定なし。

６．納付制、口座振替制
【事業の目的】

【概要及び事務手順】

②口座振替

る。

・該当金融機関（町内金融機関）
　阿波銀行、徳島信用金庫、徳島銀行、JA阿波みよし、郵便局

課　　題

　現行のとおり新町に引き継ぐ

具体的調整方針

　検針事務については、現行のとおり新
町に引き継ぐ
　なお、簡易水道事業との間に不合理の
生じた事項については、新町発足後調整
する

①今回指針値をハンディーヘルドターミナルに入力、印刷された検針票兼口座振替領収書
を各家庭に置いてくる。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

②役場にて検針データをパソコン端末に送信。

④漏水の疑いがある場合は、口頭又は電話で各家庭に連絡する。

　水道料金の納入通知書を使用者に送付し、納入期限までに納入してもらう。

①会計窓口ならびに金融機関窓口で納付する者は封筒内に納付書を入れ、個人へ納付通知
書を郵送する。

　金融機関とは「三加茂町水道預金口座振替に関する契約書」「FDDの交換による預金口
座振替に関する契約」を締結。

　金融機関は振替指定日に口座から振替を行なう。
　金融機関から後日口座振替結果表及び振替不能明細が送られてく
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７．更正、精算
【更正】

【精算】

８．収納、滞納整理、執行停止、欠損
【概要】

【未収金の徴収】

  未納明細書を元に滞納整理。
①対象者  ・・・水道料金未納者
②実施時期・・・随時。
③過年度より納入させる。

【給水停止】（給水条例第34条）

を停止することができる。 平成14年度末現在、実績なし。

・管理者が欠損処分を適当と認めるとき｡
平成14年度末現在、実績なし。

９．給水開始・中止
【給水の申込】（給水条例第13条）

【代理人の選定】（給水条例第14条）

課　　題

  水道の一時的な使用や使用中止する場合、随時検針を行ない使用水量を確定し、水道料
金の精算を行なう。

  水道の使用者又は管理人は、水道料金の支払い義務を有する。

　現行のとおり新町に引き継ぐ

具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

  既に調停した後、漏水等の理由で水量認定が行なわれた場合や開始、休止、廃止等の理
由により水道料金の変更が行なわれた場合については、随時調停の更正を行なう。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

  水道料金の未収分においては、徴収を行なう。

④滞納整理時、納入通知書は手書きで対応。

  水道料金を指定期限内に納入しない水道使用者に対し、給水を停止することができる。

【不能欠損】（水道事業会計規程第27条）
・法令もしくは条例又は議会の決議によって債券を放棄したとき。

　給水を受けようとする者は、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならな
い。

　給水装置の所有者が町内に居住しないとき又は町長において必要があると認めたとき
は、所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め町長
に届出なければならない。
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【管理人の選定】（給水条例第15条）

・給水装置を共有する者
・給水装置を共用する者
・その他管理者が必要と認めた者

【水道の使用中止、変更等の届出】　（給水条例第18条）

【給水の停止】（給水条例第34条）

10．水道関係手数料
【手数料】（給水条例第20条）

具体的調整方針課　　題

　管理者は前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

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

・水道の使用を開始、又は、やめるとき。
・メーターの口径又は用途を変更するとき。
・水道の使用者の氏名又は住所に変更があったと
・給水装置の所有者に変更があったとき。

　管理者は次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する
間、給水を停止することができる。

　現行のとおり新町に引き継ぐ

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

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

・この条例による工事費、修繕費、料金、手数料、その他規定により納付する金額を指定
期限内に納入しないとき。

・正当な理由がなくて使用水量の計量又は検査を拒み、又は妨げたとき。

・給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発し
ても、なおこれを改めないとき。

　手数料は,次の各号の区別により,申込者から申込の際,これを徴収する。ただし,管理者
が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後、徴収することができる｡

・第7条の竣工検査をするとき                     1,000円
・各種証明手数料　　                              400円
・給水装置工事事業者指名手数料              　 10,000円
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11．新規加入事務
【給水装置の新規申込】

（給水条例第6条）

⑤メーターのみ貸与。

【加入金の徴収】
（給水条例第30条）
①加入金の金額

②消費税別途必要
③申込の際に納入
④還付不可

【預かり保証金】
　なし

【事務手順】
①給水装置申込書
②書類審査
③水道加入金納付書
④水道加入金納付確認
⑤水道メーターの貸与
⑥給水装置工事施行

課　　題

　事務手続きについては、合併までに簡
易水道事業との調整を図り、新町発足時
より施行する

　加入金については、これまでの事業経
過及び施設運営を考慮し、現行のとおり
新町に引き継ぐ

具体的調整方針

①給水装置を新設、改造、修繕又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによ
り、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。（給水条例第5条）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

②「給水装置工事申込書」「工事立会願」「使用材料一覧」を提出。
③自費工事が原則。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、町においてその費用を負
担。

④給水装置工事は、「指定給水工事事業者」が施工する。（給水条例第7条）

　管理者が設置し、水道の使用者又は管理人もしくは給水装置の所有者が保管。

　保管者が管理義務を怠ったことによるメーターの亡失、毀損にあっては、保管者はその
損害額を弁償しなければならない。（給水条例第17条）

⑥材料（止水栓、筐）は町の指定品を購入

　口径 13mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 80,000円　
　口径 20mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　160,000円　
　口径 25mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　210,000円　
　口径 30mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　260,000円　
　口径 40mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　530,000円　
　口径 50mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　790,000円　
  ※口径 30mm以上については、町長と協議｡

⑤減免　管理者が公益上その他特別の理由があると認めたとき。
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12．異動事務
【異動処理】（給水条例第18号）

⑥消防用として水道を使用したとき。

【異動の届出】（施工規定第14条)

【使用者変更】
　アパート・借家（各戸にメーターが設置されている場合）
①入退居ごとに「給水装置使用開始・休止申込書」を提出。

③空室の水道料金は課金しない。
④新使用者は給水加入金の納入は必要としない。

【所有者変更】

【休止】

①窓口において、「給水装置使用休止申込書」を提出する。

③休止届が提出されない限り、料金の算定、賦課がなされる。

【廃止】
　権利そのものの亡失。単独での廃止はほとんどない。

【その他】

三　好　町
課　　題 具体的調整方針

　異動事務については、合併までに簡易
水道事業との調整を図り、新町発足時よ
り施行する　水道の使用者、管理人、給水装置の所有者は、次に該当する場合は管理者に届け出なけ

ればならない。

①水道の使用を開始、休止するとき｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三 加 茂 町

②給水装置の用途を変更するとき。
③水道の使用者の氏名、住所に変更あったとき。
④給水装置の所有者に変更があったとき。
⑤管理人の氏名、住所に変更があったとき。

①給水装置の使用を開始、中止しようとするときは「給水装置使用申込書」の提出をもっ
て行う。

②メーターの口径、用途を変更しようとするときは「給水装置変更届」の提出をもって行
う｡

③給水装置の所有者に変更のあったときは、「水道加入権変更届」の提出をもって行う｡

②空室はアパート所有者の名義とする。原則としてアパートの場合はメーターの撤去は行
わない。

①「給水装置所有者変更届」の提出をもって行う｡申請者は新所有者、旧所有者どちらで
も可｡申請書にはできるだけ旧使用者の押印をお願いする。

②売買・競売による異動に関しては、可能な限り、異動の判明する書類の写しの提出を求
める｡

　メータは取外さない。権利はそのまま有する。後において再開する場合において加入分
担金は納入の必要なし。

②休止日までの使用量で検針し、基本料金、超過料金を算定する。

①検針前に、異動処理はできる限りすませておく。検針後に異動処理のある時、新使用
者、所有者への算定賦課の必要があれば異動処理・検針を随時行う。
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13．量水器
【量水器の設置】（条例第16条）

【量水器の貸与】（条例第17条）

【給水装置の設置位置等】（施工規定第8条）
①原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内。

③点検及び取替作業を容易に行うことができる場所。
④衛生的で損傷の恐れがない場所。
⑤水平に設けることができる場所｡

【量水器使用料】
　町が貸与する量水器の使用料は徴収していない。

14．日常点検
【目的】

【事業概要】
①水道課職員により毎日次の点検業務を実施する。

　(2)各施設ごとに定められた点検項目をチェックし 記録する。
　(3)異常発見時において対応方法を検討し復命併せて工事施行の決裁
　 　をとる。
　(4)定期的に滅菌処理薬品の残量チェックする。

　(5)水質をチェックする。
　　　　・濁度　　　　
　　　　・残留塩素　等　　　　　　　　　

課　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　量水器の取扱いについては、現行のと
おり新町に引き継ぐ

　給水量は、量水器（メーター）により計量する。ただし、町長がその必要がないと認め
たときは、この限りでない。

　量水器は、給水装置に設置し、その位置（検針に便利な場所）は町長が定める。

　量水器は、有料で使用者又は管理人もしくは所有者に貸与保管させる。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

　保管者は、善良な注意をもって量水器を管理しなければならない。

　保管者が管理義務を怠ったため量水器を亡失又はき損した場合、その損害額を弁償しな
ければならない。

②原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置。

　水道施設の適正な運転管理とともに点検整備等行うことで水道水の安定供給に努める。

　(1)水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見に努めている。
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15．水源施設維持管理
【目的】

【事業概要】
①状況の把握
　1．日常管理
　(1)直営・・・原則として日常点検業務は、水道課上水道係により
　　　　　　 　　実施する。
　　　・定期的に水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見
　      に努めている。
　　　・異常発見時は、対応方法を課長等と検討 し、併せて修繕工
        事等の施行の決裁をとる。  
　　　・浄水処理薬品の残量チェック、補充、投入 を実施する。
(2)委託・・・定期的に全水源地系統別の水質検査を実施する。
　　　・原水、浄水の全項目検査を年1回実施する。
　　　・浄水の定期水質検査を月1回実施する。
　　　・実施機関・・・・徳島県薬剤師センター
　　　・実施時期・・・・実施機関の指定日
　　　・実施方法・・・・実施機関による採水
　　　・実施以後処理・・検査結果受領後保管。異常があれは追跡
　　　　　　　       　 調査等対応。
②修繕の実施
  1．点検作業で対応
  (1)極軽微なものは状況確認後、修繕を実施し事後報告する。
  2．業者発注
　(1)状況報告を受け、確認、課長等と検討を行い、修理計画の決裁

     を行い、業者へ修繕の発注依頼する。
　(2)住民への周知、現場管理（断水、通水作業等）、工事の監督、

     工事の検査を実施する。
③その他
　1．施設周辺の草刈作業を業者に依頼し実施する。

16．管路施設維持管理
【目的】

【事業概要】
①状況の把握
　1．施設のほとんどが、地中に埋設されおり状況の把握はきわめ
　　 て困難である｡
　　(1)住民からの通報。
　　(2)貯水状況からの推測。
　　(3)職員による漏水調査。
　　(4)パトロールによる漏水の推測。
　　(5)業者委託による漏水調査。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

　現行のとおり新町に引き継ぐ

課　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　水源施設の適正な管理及び迅速な修復対応で水道水の安定供給に努める。

　管路施設の水質保持、漏水の防止、漏水発生時の迅速な修復対応で安定供給に努める。
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②修繕の実施
　1．状況の確認、復命、修復計画の決裁。
　2．迅速に対応可能な業者を選定し依頼。（漏水修繕当番制なし）
　3．住民への周知（行政防災無線等）。
　4．現場の管理　（断水、通水作業等）。
　5．備蓄材の貸与、返納。
　6．工事監督管理
　7．工事の検査

17．工事負担金

18．水質・施設管理体制
【水質管理体制】
　中央監視システムによる監視
　①原水濁度
　②浄水濁度
　③各施設での配水残留塩素濃度
　　巡回による監視項目
　①配水管末端での残留塩素濃度管理
　　職員が巡回
　②配水管清掃（消火栓、泥吐管による）
　　巡回職員が年1回程度
　　水質検査　   千円（H14度予算より）
　　原水全項目検査  （年1回）　
　　処理水全項目検査（年1回）　　　　　　　
　　処理水一般検査  （毎月） 　
　　処理水項目検査　　　　　　 
　　委託先　　徳島県薬剤師検査センター　　　　　　　

【施設管理体制】
　　事務職員2名（兼務）、巡回職員1名、同臨時職員1名による管理
　　（水質管理員も兼務）
　具体的な内容
　　滅菌液補充
　　浄水場、配水池ほか場内清掃
　　漏水修理等異常時の
　　量水器交換作業
　業務委託
　　浄水池ろ過池洗浄業務　　　 

　　自動ろ過流量調節機点検業務　

三　好　町 三 加 茂 町

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　事務手続き上、給水装置の工事費は、個人負担としているので、業者に対する価格交渉
は個人に委ねている。

課　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぐ

「給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予
納しなければならない。ただし、工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。（給水条例
第10条）」と、条例では、規程されているが、実際には、給水の加入申込の際に設計書を
提出し、工事の内容と使用材料及び数量の審査を行い承認する事務手続きをしている。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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19．貯蔵品管理

20．工事検査
　検査は主幹課長・担当職員が検査を行う　　　　
書類審査と施工箇所の検査 （現場監督・業者・検査員）

21．指定工事事業者の認定
【事業の目的】
 給水装置工事を適正に施行する。

【概要】

　給水装置は指定秋水装置工事業者が施工する｡
　　（三加茂町水道事業給水条例第7条第1項）

【事務手順】
  年間を通しての事務事業

②新たに指定を受けようとする者は、所定の様式により申請する。

④指定給水装置工事事業者数は、29業者（平成15年6月3日現在）

22．指定給水装置工事事業者の指導・監督
【指定給水装置工事事業者の指導・監督】

（事業所ごとに給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であるこ
と。変更に係る事項についても同じ。）

③新たに指定を受ける場合は、給水装置工事事業者指定手数料　10,000円  三加茂町水道
事業給水条例第29条(3)

・指定給水装置工事工事事業者が給水装置工事を施行をする場合は、あらかじめ管理者の
設計審査及び材料検査を受け、工事完了後に管理者の工事検査を受けなければならない。
（給水条例第7条第2項）

①業者申請→受付→審査→伺→指定（台帳作成）→指定給水装置工事事業者証発行

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　合併までに簡易水道事業との調整を図
り、新町発足時より施行する

漏水修繕工事用管材料・量水器等貯蔵品については、町倉庫にて保管し、残存数量等につ
いては棚卸表にて管理する｡

　検査の結果、給付の完了が確認されたときは、検査調書又は出来高調書を作成する

具体的調整方針課　　題

　建設事業関係の調整を参考に、合併ま
でに調整し、新町発足時より統一施行す
る

　現行のとおり新町に引き継ぐ

　上水道給水区域内における新設等の給水装置工事事業者を指定する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町
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23．工事・業務の入札
【入札指名事務】（総務課取り扱い事務）
　工事施工伺の決裁後、指名審査会を実施

【指名審査会の構成】
　町長、助役、総務課長、建設課長、水道課長

【指名基準】
　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定
①契約しようとする建設工事などの技術的適性及び工事経歴　
②契約しようとする建設工事等の実施場所及び地理的条件
③業者の手持ち工事状況及び技術者数
④建設工事などの施工に際しての業者の不正・不誠実な行為の有無

【入札事務】

　入札は仕様書の閲覧から積算期間を設け指名業者を集めて行う
　入札札の提出は、札を封筒に入れ封印し提出
　入札回数は、2回までとする
　代理人の場合は、委任状を提出させる

【契約事務】
　入札日より7日以内に落札業者と契約する。

【随意契約】
　1．工事又は製造の請負　　　　　　　　　 130万円
　2．財産の買い入れ　　　　　　　　　　　　80万円
　3．物件の借入　　　　　　　　　　　　　　40万円
　4．財産の売払い　　　　　　　　　　　　　30万円
　5．物件の貸付　　　　　　　　　　　　　　30万円
　6．各号に掲げるもの以外のもの　　　　　　50万円

24．入札参加資格
【指名願いの受付】
　各年2.1～2.28受付（単年度）一年間有効
　（経営審査表の提出要）　　　　　　　　　　　
　建設課で受付（郵送可）

　入札事務全般については、建設事業関
係の調整を参考に、合併までに調整し、
新町発足時より施行する

具体的調整方針
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題
三　好　町 三 加 茂 町

⑤その他安全管理、労働福祉の状況など指名審査会が必要と認める事項

　指名審査会で指名された業者名へ仕様書閲覧日、入札場所、日時を通知する

　予定価格は町長が決定し、封筒に入れた後に封印し、入札当日会場にて開封する

　工事又は製造5千万円以上の場合は、落札業者と仮契約の後、議会承認後、本契約す
る。

-
 
2
6
7
 
-



25．指名業者選定
【指名業者の選定】
　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定

【指名審査会】

【審査会のメンバー】　
　委員長　　　町長
　委員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　三加茂町長及び助役、建設課長　　　　　　　　　
　工事を計画立案した担当課長　　　　　　　　

26．積立金現在高
【平成14年度末現在の積立金の状況】
　・減債積立金残高　　　 4,100千円
　（企業債未償還残高　 957,197千円）
　・建設改良積立金　　　　   0千円
　・利益積立金　　　　　　　 0千円

27．財政指標
【平成14年度】
　　　　収益的収支
　　　　　総収益　　　　　     151,860千円
　　　　　総費用　　　　　     148,230千円
　　　　　収支差引　　　　       3,630千円 ①
　　　　資本的収支
　　　　　資本的収入　　　      90,000千円
　　　　　資本的支出　　　     136,219千円 
　　　　　収支差引　　　　    △46,219千円 ②
　　　　収支再差引　①＋②    △42,589千円
　　　　　積立金　　　　　           0千円
　　　　　前年度からの繰越金　  46,219千円
　　　　　形式収支　　　　　　　 3,630千円
　　　　　翌年度繰越財源　　　　79,219千円
　　　　実質収支　　　　　　　  82,849千円

【収益的収支の繰入金内訳】
　　　　繰出基準に基づく繰入金   5,000千円
　　　　　以外の繰入金　　　　　　   0千円

【資本的収支の繰入金内訳】
　　　　繰出基準に基づく繰入金　     0千円
　　　　　以外の繰入金　　　　　　   0千円
　　　　財政調整基金　　　　　　　   0千円
　　　　起債残高               957,197千円

　現行のとおり新町に引き継ぐ

三　好　町
課　　題 具体的調整方針

　町が発注する建設工事及び測量設計委託等の入札参加者（随意契約の相手側を含む）を
適正に設置するための審査

三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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28．企業会計システム

　サーバー等の保守管理等については、総務課で管理・計上。

【概要】
・予算作成処理
　（補正）予算要求、（補正）予算査定
・予算執行処理
　歳出執行、歳入執行、支出処理、徴収処理、予算
　照会処理、歳計外、更正処理
・日計・月計
・決算処理

【委託先】　
　扶桑電通株式会社

【委託料】　
　2,063,880円（平成14年度）

29．水道台帳
【配水管台帳の管理】
①台帳　

②図面

　電算システム統合作業との調整を図り
ながら、現行のとおり新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぐ

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

三　好　町 三 加 茂 町

　水道企業会計システムによる処理については、平成9年度より導入実施。

　年度終了後､その年に行った工事に配管番号をつけ、地区名布設年度・口径・延長等を
一覧にして台帳にする｡

　配管番号をつけ台帳として管理ができたら、今度は路線を図面に記入していき台帳と図
面をシンクロさせる｡
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基本水量 基本料金 超過料金
一　般 10 1,300円 140円
営業用 10 1,700円 160円

20mm 一　般 10 1,700円 160円
一　般 100 16,000円 170円
官公署 20 3,000円 160円
臨　時 10 7,000円 500円

料金（１箇月につき）

13mm

25mm

別表　１

上水道使用料
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　町内全域
　ただし、下水道法第４条第１項の認可を受けた区域
については、三好町単独事業（下水道供用開始後は除
く）として実施

【交付申請】 【交付申請】

　①審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又
　　は建築確認通知書の写し
　②設置場所の案内図
　③設置費の見積の写し
　④構造図
　⑤配置配管図
　⑥住宅を借りている者は賃貸人の承諾書
　⑦１０人槽以下の合併処理浄化槽にあっては登録
　　証の写し及び管理票
　⑧その他町長が必要と認める書類

【概要】 【概要】

　町内全域
　ただし、下水道法第４条第１項の認可を受けた区域
については、三加茂町単独事業として実施

２．事務手順 ２．事務手順

　事業内容及び事務手順については、
基本的に差異がないので、現行のとお
り新町に引き継ぐ

　差異がないので、合併までに一部調
整し、新町発足時より統一施行する

　生活排水による公共水域の水質汚濁を防止し、生活
環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与する

　生活排水による公共水域の水質汚濁を防止する

　申請者は、補助金交付申請書に次の書類を添付して
町に提出しなければならない

　申請者は、補助金交付申請書に次の書類を添付して
町に提出しなければならない

【補助対象地域】 【補助対象地域】

　浄化槽を設置使用とする者に対して、予算の範囲内
で補助金を交付する

　浄化槽を設置使用とする者に対して、予算の範囲内
で補助金を交付する

１．事業内容

【目的】

１．事業内容

【目的】

現　　　　　　況

三　好　町 三加茂町
課　　　題

調整方針（案）
・国庫補助事業対象分（主に認可区域外）については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・町単独補助事業対象分（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

２４－１６．上下水道事業関係

環境部会

協　議　項　目 　浄化槽設置整備事業

具体的調整方針

　①審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又
　　は建築確認書の写し
　②設置場所の案内図
　③設置費の見積書等
　④構造図
　⑤配置配管図
　⑥登録証の写し及び管理票（Ｃ票）
　⑦小型合併浄化槽機能保証制度による保証登録証
　　の写し
　⑧工事業差が当補助事業の工事監督の有資格者で
　　あることを証する書類（浄化槽設備士免状又は
　　特別講習修了書の写し）
　⑨その他町長が必要と認める書類
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　　　　　  490千円　　　　　  654千円

現　　　　　　況

　　　　 　 354千円 　　　　　  354千円

【交付額の確定】

　①工事費請求書又は領収書の写し
　②浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業
　　務委託契約書の写し
　③浄化槽法定検査依頼書の写し
　④写真（現況写真・工事写真・竣工写真）
　⑤その他町長が必要と認める書類

　交付決定者は、次の書類を添付して、実績報告書を
町長に提出しなければならない

課　　　題

　申請内容を審査し、補助金の交付を決定した者に対
しては補助金交付決定通知書により、交付しないと決
定した者に対しては補助金不交付決定通知書により通
知する

【交付額の確定】

三　好　町 三加茂町
具体的調整方針

　実績報告書を審査し、事業の成果が補助金交付決定
の内容、条件に適合すると認めるときは、交付額を確
定し、補助金交付確定通知書により通知する

　実績報告書を審査し、事業の成果が補助金交付決定
の内容、条件に適合すると認めるときは、交付額を決
定し、補助金交付額確定通知書により通知する

　【　７人槽】 　　　　 　 411千円

　　　　　  236千円

３．補助金額

　　　　　1,668千円

　　　　　  981千円

①国庫補助事業対象分（主に認可区域外）

　【２０人槽】

　【５０人槽】

　【　５人槽】 　【　５人槽】

　　　　　  519千円

　　　　　  981千円

　　　　　1,668千円

　　　　　2,238千円

　　　　　  177千円

　【１０人槽】

　【５０人槽】　　　　　2,238千円

②町単独補助事業対象分（認可区域内）

　　　　　  274千円

　　　　　  346千円 　【１０人槽】

【実績報告】 【実績報告】

【交付決定】

　【２０人槽】

①国庫補助事業対象分（主に認可区域外）

②町単独補助事業対象分（認可区域内）

　交付決定者は、次の書類を添付して、実績報告書を
町に提出しなければならない

　予算の範囲内で補助する 　予算の範囲内で補助する

　①工事費請求書又は領収書の写し
　②浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業
　　務委託契約書の写し
　③浄化槽法定検査依頼書の写し
　④工事前・中・後の写真
　⑤その他町長が必要と認める書類

　【２０人槽】

　　　　　  205千円

　　　　　  259千円

【交付決定】

　申請内容を審査し、補助金の交付を決定した者に対
しては補助金交付決定通知書により、交付しないと決
定した者に対しては補助金不交付決定通知書により通
知する

　【３０人槽】

　【　７人槽】

　町単独補助事業対象分の補助額に差
異がある

　　　　　  519千円 　【１０人槽】

　国庫補助事業対象分（主に認可区域
外）については、差異がないので、現
行のとおり新町に引き継ぐ

　【　７人槽】 　　　　　  411千円

３．補助金額

　【５０人槽】

　【３０人槽】

　【５０人槽】

　　　　　1,112千円

　　　　　1,492千円

　【３０人槽】

　【　５人槽】

　【１０人槽】

　【３０人槽】

　【　７人槽】

　【２０人槽】

　【　５人槽】

　　　　　  834千円

　　　　　1,119千円

　町単独補助事業対象分（認可区域
内）についての補助額は、三好町の例
により、新町発足時より統一施行する
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２４－１６．上下水道事業関係

1.下水道整備事業 1.下水道整備事業

全体及び認可計画 全体及び認可計画
　◎特定環境保全公共下水道 　◎特定環境保全公共下水道
　　全体計画 　　全体計画
　　　計画処理面積：200.0ha 　　　計画処理面積：245.0ha
　　　計画処理人口：6,400人 　　　計画処理人口：9,800人
　　　計画汚水量　：2,930 ／日 　　　計画汚水量　：4,170 ／日
　　　　　　　（最大4,030 ／日） 　　　　　　　（最大5,100 ／日）
　　認可計画 　　認可計画
　　　計画処理面積： 64.0ha 　　　計画処理面積： 60.0ha
　　　計画処理人口：1,920人 　　　計画処理人口：2,400人
　　　計画汚水量　：1,200 ／日 　　　計画汚水量　：　950 ／日
　　　　　　　（最大2,300 ／日） 　　　　　　　（最大1,160 ／日）
　　排除方式：分流方式 　　排除方式：分流方式
　事業期間： 　事業期間：

　　　平成12年度～平成32年度(全体)

　　　平成10年度～平成16年度(認可) 　　　平成12年度～平成19年度(認可)
　　　　電算システム　未定 　　　　電算システム　未定

○処理場 ○処理場
　　　　主要設備　主要設備以外　その他（単独） 　　　　主要設備　主要設備以外　その他（単独）
　国　　　55%　　　　50% 　国　　　55%　　　　50%
　町　　　45%　　　　50%　　　　　100% 　町　　　45%　　　　50%　　　　　100%
○管渠 ○管渠
　　　　補助管路　　単独管路 　　　　補助管路　　単独管路
　国　　　50% 　国　　　50%
　町　　　50%　　　　100% 　町　　　50%　　　　100%

2.下水道施設維持管理事業 2.下水道施設維持管理事業

未　定

①下水道施設である終末処理場の管理。
②下水道施設である管渠、マンホール等の管理。
③各家庭の排水設備である公共汚水マスの管理。
　以上の管理業務を委託又は直営にて行う。

　　　平成10年度～平成29年度(全体)

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】

【事業の目的】
　健全な生活環境の整備による住民生活の向上安定と公共用
水域の水質保全を目的とする。

【概要】

　下水道の整備を図り、もって町の健全な発達及び公衆衛生
の向上に寄与しあわせて公共用水域の水質の保全を目的とす
る。

【事務事業】
　下水道施設を適正処理するための施設維持管理を行う。

【事務概要】

環境部会 財政分科会

【事業の目的】

【概要】

　公共下水道事業について、現在事
業実施中のため、現行のとおり新町
に引き継ぐものとする

課　　題 具体的調整方針

　三好町は、一部供用開始している
が、三加茂町は、計画段階である。

　現在、計画中の事業については、
新町において、その計画を基本に合
併後に着手する方向で財政面を含め
検討する

協　議　項　目

三　好　町 三 加 茂 町

　公共下水道事業関係

調整方針（案）
　公共下水道事業については、認可済の事業は、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、多様な方策を含め検討調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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3.下水道使用料、賦課徴収及び負担金関連事務 3.下水道使用料、賦課徴収及び負担金関連事務

◎下水道使用料　下水道維持管理費等を賄うため、 未　定
　下水道利用者から使用料を徴収する。
◎受益者分担金　下水道事業に要する費用の一部に
　充てるため受益者分担金を徴収する。

◎下水道使用料　平成15年度未から徴収
◎受益者分担金　1戸あたり30万円
　免除規定、加入促進奨励金有り

◎下水道使用料　未定
◎受益者分担金　供用開始の告示後1ヶ月以内
　（3ヵ月を1期とする12期に分割徴収）

　平成15年度末より実施。

4.排水設備及び水洗便所改造関連事務 4.排水設備及び水洗便所改造関連事務

　排水設備工事は、町が指定した排水設備指定工事店が行 未　定
　各家庭には、供用開始後3年以内に行うように指導。

　平成16年度より実施

5.下水道事業の消費税の確定申告 5.下水道事業の消費税の確定申告

6.公共下水道排水設備改造資金利子補給事務 6.公共下水道排水設備改造資金利子補給事務

未　定

　利子補給は、貸付利率の2パーセント相当額。
　償還方法は、5年以内の元金均等月賦償還。

　現状は計画段階のため、確定申告については、不確定であ
る。

　当面、建設途中につき課税売り上げより課税仕入れが上回
り、消費税の納税は発生しないが、個別対応方式を採用する
ことによって、消費税の還付を受けることができる。した
がって、申告期限の９月末日までに申告する必要がある。

【事業の目的】
　公共下水道に接続するための宅地内工事を実施する場合、
その資金についての借入金の利子補給を行うことにより、下
水道への接続を推進し、もって環境衛生の向上に資すること
を目的とする。

【概要】

具体的調整方針
三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町

課　　題

【事業の目的】

【概要】

【事務手順】

【概要】

　下水道事業に係る特別会計は、法人が行う事業とみなして
消費税法が適用されるため、納税義務を負うこととなる。

　下水道事業に係る特別会計は、法人が行う事業とみなして
消費税法が適用されるため、納税義務を負うこととなる。
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7.排水設備事務 7.排水設備事務

未　定

　そのため、指定工事店制度を制定している。

8.下水道施設台帳 8.下水道施設台帳

未　定

9.下水道事業認可 9.下水道事業認可

　種          別　：　単独特環 　種          別　：　単独特環
　処  理  区  名　：　三好処理区 　処  理  区  名　：　加茂、西庄、中庄の一部
　当初認可年月日　：　平成10年6月30日 　当初認可年月日　：　平成13年3月27日
　最終認可年月日　：　平成15年2月17日 　最終認可年月日　：　平成15年2月13日
　認  可  番  号　：　徳島県指令公第37号 　認  可  番  号　：　徳島県指令公第130号
　事  業  期  間　：　平成17年3月31日 　事  業  期  間　：　平成20年3月31日
　排  除  方  式　：　分流式 　排  除  方  式　：　分流式

  　　                  今回　　　既認可   　　                  今回　　　既認可
　計画処理人口（人）　1,920人　　1,920人 　計画処理人口（人）　2,400人　　2,400人
　計画処理面積 　計画処理面積
　(ha)（汚水）     　64.0ha   　64.0ha 　(ha)（汚水）     　60.0ha   　60.0ha
　供用開始年月日　　平成16年3月31日 　供用開始年月日　　平成20年4月1日（予定）

【排水管台帳の整備】
　平成15年度に着工した公共下水道工事の施工済み分まで
は、今後台帳整理を行う。

【今後の予定】
　未整備地区についても、整備後すみやかに台帳整理を行
う。

　排水設備工事の設計および施工のため、排水設備工事に関
し技能を有する者として指定した者（指定工事店）でなけれ
ば工事を行うことが出来ない。

【事務手順】
①三好町下水道排水設備指定工事店規則（未規程）により、
指定工事店の指定をする。
②排水設備工事を希望する者は、三好町下水道条例、三好町
下水道条例施行規則（未規程）により、申請を行い、町の確
認を受けた後、工事に着手。完了後早急に完了届を提出し、
町の検査を受ける。検査に合格すれば、検査済証を発行す
る。

【事務の目的】
　下水道の使用が開始された場合、排水設備の設置義務者は
遅滞なく排水設備を設置する。

【概要】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
具体的調整方針

三　好　町 三 加 茂 町

【事業の概要】【事業の概要】

課　　題
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10.指定工事事業者認定 10.指定工事事業者認定

　排水設備工事の適正な施行を確保すること。 未　定

　三好町公共下水道条例第6条

　年間を通じての事務事業
　指定については5年間有効（予定）

11.固定資産管理 11.固定資産管理

　正確な財産管理を行うため 未　定

　下水道台帳のみで管理の予定

12.予算・決算 12.予算・決算

・公共下水道事業特別会計 ・公共下水道事業特別会計
　　　総務管理費　　　　　　    963 　　　総務費　　　　　　         81
　　　下水道事業費　　　　　477,932 　　　下水道事業費　　　　　 30,827
　　　　うち建設改良費　　　477,680 　　　　うち繰越分　　　     21,000
　　　　　うち前年度繰越分　155,000 　　　公債費　　　　　　　　  3,501
　　　予備費　　　　　　　　    100 　　　予備費　　　　　　　　  1,592
　　　公債費　　　　　　　　 36,749
　　　　計　　　　　　　　　515,744 　　　　計　　　　　　　　　 57,001

・公共下水道事業特別会計 ・公共下水道事業特別会計
　　　総務管理費　　　　　　    255 　　　総務費　　　　　　         68
　　　下水道事業費　　　　　455,139 　　　下水道事業費　　　　　 18,046
　　　　うち建設改良費　　　447,410 　　　公債費　　　　　　　　  4,434
　　　　　うち前年度繰越分　113,553
　　　公債費　　　　　　　　 21,746
　　　　計　　　　　　　　　477,140 　　　　計　　　　　　　　　 22,548

　業者申請→受付後に審査して指定工事業者証を発行

※詳細については、指定工事業者関係規則が未規程のため不
明。

【目的】

【概要】

　排水設備工事責任技術者資格取得のために講習会の開催、
試験の実施予定。

【概要】
　排水設備工事の施工者を町が指定した者について限定し、
それ以外のものは施工できない。

【事務手順】

課　　題 具体的調整方針
三　好　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【事業の目的】

【平成15年度予算】

【平成14年度決算】

【平成15年度予算】

【平成14年度決算】
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13.工事・業務の入札 13.工事・業務の入札

　工事施工伺いの決裁後指名審査会を実施 　工事施工伺いの決裁後指名審査会を実施

②業者の技術者数 ②業者の技術者数

　設計金額を公表する 　設計金額を公表する

　入札札の提出は、札を封筒に入れ封印し提出 　入札札の提出は、札を封筒に入れ封印し提出
　入札回数は、3回までとする 　入札回数は、2回までとする
　代理人の場合は、委任状を提出させる 　代理人の場合は、委任状を提出させる

14.指名業者選定 14.指名業者選定

　工事関係　　町内業者20 　工事関係　　町内業者40

［附属機関］ ［附属機関］
　三加茂町建設工事指名審査委員会

【目的】 【目的】

町長、助役、総務課長、建設課長、環境課長、産業課長及び
関係課長

　三好町建設工事指名審査委員会（内規の抜粋）

【指名業者の選定】

　上記業者を経営審査評点、課員評価、その他評価によりＡ
～Ｃランク（区分表参照）に分けて指名業者を選定（Ｃラン
クについては指名審査委員会で充分検討）

　指名業者の決定については、指名審査委員会においておこ
なう。
　測量その他については、経営審査評点及びランク分けは無
いが指名業者の決定については、指名審査委員会においてお
こなう。

　入札は仕様書の閲覧から積算期間を設け指名業者を集めて
行う

　予定価格は町長が決定し、封筒に入れた後に封印し、入札
当日会場にて開封する

　三好町建設工事請負業者選定要綱に関し、建設工事業者の
公正な選定について、必要な事項を定め、工事の適正な執行
を図り契約の履行を確保することを目的

③建設工事などの施工に際しての業者の不正・不誠実な行為
の有無
④その他安全管理、労働福祉の状況など指名審査会が必要と
認める事項

【入札事務】（対象工事担当課）
　指名審査会で指名された業者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

課　　題 具体的調整方針
三　好　町 三 加 茂 町

　入札事務全般については、建設事
業関係の調整を参考に、合併までに
調整し、新町発足時より施行する

　三加茂町建設工事請負業者選定要綱に関し、建設工事業者
の公正な選定について、必要な事項を定め、工事の適正な執
行を図り契約の履行を確保することを目的

　指名業者の決定については、指名審査委員会においておこ
なう。
　測量その他については、経営審査評点及びランク分けは無
いが指名業者の決定については、指名審査委員会においてお
こなう。

【指名業者の選定】

　上記業者を経営審査評点、課員評価、その他評価によりＡ
～Ｃランク（区分表参照）に分けて指名業者を選定（Ｃラン
クについては指名審査委員会で充分検討）

　入札は仕様書の閲覧から積算期間を設け指名業者を集めて
行う

　予定価格は町長が決定し、封筒に入れた後に封印し、入札
当日会場にて開封する

【入札事務】（対象工事担当課）
　指名審査会で指名された業者名へ仕様書閲覧日、入札場
所、日時を通知する

【指名基準】

③建設工事などの施工に際しての業者の不正・不誠実な行為
の有無
④その他安全管理、労働福祉の状況など指名審査会が必要と
認める事項

　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定

①契約しようとする建設工事などの技術的適性及び工事経歴

【入札指名事務】

　指名競争入札資格者名簿に登録した者の中から選定

①契約しようとする建設工事などの技術的適性及び工事経歴

【指名基準】

【入札指名事務】

【指名審査会の構成】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【指名審査会の構成】
町長、助役、参事及び総務企画課長、環境課長及び臨時委員
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15.入札参加資格 15.入札参加資格
　競争入札参加申請による 　競争入札参加申請による

　毎年1月1日～同年3月末日 　毎年2月1日～同年2月末日

　直接又は郵送 　直接又は郵送

　1年間 　1年間

【添付書類】 【添付書類】

16.事業及び財政計画 16.事業及び財政計画

　①建設費 　①建設費
　　○国費（国庫補助金） 　　○国費（国庫補助金）
　　○地方費・・・一般町費 　　○地方費・・・一般町費
　　　　　　・・・地方債 　　　　　　・・・地方債
　　　　　　・・・受益者負担金 　　　　　　・・・受益者負担金
　②維持管理費 　②維持管理費
　　○使用料 　　○使用料
　　○一般町費 　　○一般町費

　 　
17.下水道会計システム

予算作成処理 未　定
（補正）予算要求、（補正）予算査定、予算書作成
予算執行処理
　歳出執行、歳入執行、支出処理、徴収処理、予算
　照会処理、歳計外、更正処理
　日計・月計
　決算処理
　給与連携処理
　決算統計処理

（財務会計システムとの連携）

【公共下水道の財政】（財源）

【概要】

　様式は徳島県様式（建設工事の請負契約に係る一般競争入
札及び指名競争入札参加資格審査要綱第3条）また、県外につ
いては、国土交通省様式を準用。

【有効期間】

　ただし、建設工事については経営事項結果通知書の写しを
毎年提出
　競争入札参加申請後に申請内容に変更が生じた場合は、速
やかに変更事項を証する関係書類を提出

　様式は徳島県様式（建設工事の請負契約に係る一般競争入
札及び指名競争入札参加資格審査要綱第3条）

【受付方法】

【受付期間】

課　　題 具体的調整方針

【公共下水道の財政】（財源）

【受付方法】

【有効期間】

【受付期間】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

　競争入札参加申請後に申請内容に変更が生じた場合は、速
やかに変更事項を証する関係書類を提出

　ただし、建設工事については経営事項結果通知書の写しを
毎年提出

-
 
2
7
8
 
-



 日程１０            協議第１２０号 
 
 

建設事業関係について（再協議案） 
 
 
各種事務事業の取扱いのうち、建設事業関係について提出する。 

 
 

平成１７年 ２月１０日 提出 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 

建設事業関係について 

（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。 
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（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。 
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【町単独改良事業】 【町単独改良事業】

【事務手順】 【事務手順】
　基本的に地元自治会からの要望により計画する。 　基本的に地元自治会からの要望により計画する。
・道路幅員が4.0m以上を確保できる 採択基準に差異
・用地の承諾が得られ、登記ができる（原則） ・用地の承諾が得られる。

（用地は無償提供が原則） （用地は無償提供が原則）

①自治会から承諾を提出

②課内での優先順位を検討 ②課内での優先順位を検討
③測量設計の発注（路線測量・用地測量・設計） ③測量設計の発注（路線測量・用地測量・設計）
④地元及び関係者への説明（詳細設計） ④地元説明会（詳細設計）
《地籍調査実施地区》
⑤用地・登記承諾書の提出
⑥工事発注・施工・完成・検査 ⑤工事発注・施工・完成・検査
⑦潰地境界確認後登記業務

【用地買収等】 【用地買収等】
無償を原則とする

①自治会から工事及び測量承諾を関係者からとった申請書
の提出

・用地買収については、基本的に補助事業採択路線につい
て行っており、道路構造令の基準を満たしたもので、幹線
等に値する重要な路線で、町長が特に認めたものに適用し
ている

・単独事業による改良工事等については、基本的に寄附
（無償提供）で、地権者に了解を得て工事施工承諾書によ
り工事を実施している

　採択基準の計画道路幅員は、３ｍ
以上を原則とする

　新設改良事業に伴う用地買収につ
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

　現状幅員の狭い道路の拡張工事を年間に数路線行ってい
る。

　現状幅員の狭い道路の拡幅工事及び局部的な改良工事等
を行っている。

建設事業関係

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・建設事業全般については、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
・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
・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
・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
・国・県等が実施の事業については、現行のとおり新町に引き継ぎ、関係機関と協議のうえ計画的に要望する

具体的調整方針

建設部会

課　　題

　道路橋梁新設改良事業について
は、新町建設計画等に基づき計画的
に実施するものとする

２４－１７建設事業関係

協　議　項　目

三　好　町 三 加 茂 町

調整方針（案）

１．道路橋梁新設・改良事業 １．道路橋梁新設・改良事業

-
 
2
8
1
 
-



補助事業により同一基準
未実施 【目的】

【概要】
町道２線
　　　拡幅改良、舗装

【事業の負担割合】
地方道路整備臨時交付金
　　　　国　5.5/10　町　4.5/10

交付金事業により同一基準
【事業内容】 未実施

【目的及び事業内容】 【目的及び事業内容】

【事務手順】 【事務手順】

　「改良工事」 　「改良工事」
　基本的に地元からの要望により計画する 　基本的に地元からの要望により計画する
・道路幅員が3.0m以上を確保できる。 ・道路幅員が3.0m以上を確保できる。

②課内での優先順位を検討 ②課内での優先順位を検討
③測量設計の発注（路線測量・設計） ③測量設計の発注（路線測量・設計）
④地元説明会（詳細設計） ④地元説明会（詳細設計）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

４．辺地対策事業

　現状幅員の狭い道路の拡幅工事（幅員3m以上）及び舗装
工事を年間に数路線行っている。

・用地の承諾が得られる。（用地は無償提供）を大原則と
する。

①自治会から工事及び測量承諾を関係者からとった陳情書
及び要望書

　水力発電施設の設置により生じた自然環境または生活環
境への影響を緩和するために、運開後15年以上経過してい
る水力発電施設またはこれに影響する減水区間に交付金が
交付され、実施する事業である。

・道路の維持・舗装等の事業を実施

　現状幅員の狭い道路の拡幅工事（幅員3m以上）及び舗装
工事を年間に数路線行っている。

３．水力発電施設整備事業３．水力発電施設整備事業

２．緊急地方道路整備事業

　地域間相互の円滑な交流、地域経済の活性化を図る。

課　　題 具体的調整方針
三　好　町 三 加 茂 町

　辺地債の適債基準により同一事業
４．辺地対策事業

・用地の承諾が得られる。（用地は無償提供）を大原則と
する。

①自治会から工事及び測量承諾を関係者からとった陳情書
及び要望書

２．緊急地方道路整備事業

　現行のとおり新町に引き継ぐ。な
お、新町で実施する新規路線につい
ては、事業採択基準に照らし合わ
せ、その時点で調整する

　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

　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

-
 
2
8
2
 
-



　「舗装工事」 　「舗装工事」

【経費】 【経費】

　辺地対策事業債を充てる 　辺地対策事業債を充てる

【目的及び事業内容】 【目的及び事業内容】

【事務手順】 【事務手順】

　「改良工事」 　「改良工事」
　　基本的に地元からの要望により計画するが、 　　基本的に地元からの要望により計画するが、
・道路幅員が3.0m以上を確保できる。 ・道路幅員が3.0m以上を確保できる。

②課内での優先順位を検討 ②課内での優先順位を検討
③測量設計の発注（路線測量・設計） ③測量設計の発注（路線測量・設計）
④地元説明会（詳細設計） ④地元説明会（詳細設計）
⑤工事発注・施工・完成・検査 ⑤工事発注・施工・完成・検査

　「舗装工事」 　「舗装工事」

【経費】 【経費】

　過疎対策事業債を充てる 　過疎対策事業債を充てる

課　　題
三　好　町 三 加 茂 町

５．過疎対策事業

　現状幅員の狭い道路の拡幅工事（幅員3m以上）及び舗装
工事を年間に数路線行っている。

①自治会から工事及び測量承諾を関係者からとった陳情書
及び要望書

・改良済みの路線について、舗装の新設を行う。
・その他、路面の長い路線については、舗装を行う。

・用地の承諾が得られる。（用地は無償提供）を大原則と
する。

「消防施設の充実」・「住民の憩いの場としての公園整
備」も実施

「消防施設の充実」・「住民の憩いの場としての公園整
備」も実施

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　現状幅員の狭い道路の拡幅工事（幅員3m以上）及び舗装
工事を年間に数路線行っている。

５．過疎対策事業

・改良済みの路線について、舗装の新設を行う.
・その他、路面の長い路線については、舗装を行う。

　過疎債の適債基準により同一事業

・改良済みの路線について、舗装の新設を行う。
・その他、路面の長い路線については、舗装を行う。

・改良済みの路線について、舗装の新設を行う。
・その他、路面の長い路線については、舗装を行う。

・用地の承諾が得られる。（用地は無償提供）を大原則と
する。

①自治会から工事及び測量承諾を関係者からとった陳情書
及び要望書

　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

具体的調整方針

-
 
2
8
3
 
-



管理体制に一部差異
【事業の目的】 【事業の目的】
　町道の維持管理 　町道の維持管理

【概要】 【概要】
　町道の維持管理及び原材料の支給 　町道の維持管理及び原材料の支給
　・修繕　 　・修繕
　・草刈発注： 主要路線 　・草刈発注： 主要路線
　・危険木伐採 　・危険木伐採
　・自治会等の道路維持修繕作業にｱｽﾌｧﾙﾄ合材等の支給 　・自治会等の道路維持修繕作業にレミファルト等の支給
　・除雪作業及び凍結防止剤等の支給 　・除雪作業及び凍結防止剤等の支給

　・自治会の草刈、側溝清掃に補助金

【事務手順】 【事務手順】

【経費負担】 【経費負担】
　　地元負担なし 　　地元負担なし

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　　市町村　10/10 　　市町村　10/10

【事業の目的】 【事業の目的】
　橋梁の維持管理 　橋梁の維持管理

【概要】 【概要】
 鋼桁及び高欄の塗装補修  鋼桁及び高欄の塗装補修

【事務手順】 【事務手順】

【経費負担】 【経費負担】
　　地元負担なし 　　地元負担なし

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　市町村　10/10 　市町村　10/10

　町内会又は住民からの要望・連絡により維持修繕を要す
る箇所を把握する。

課　　題

　町道のパトロールを適宜実施し、維持補修を要する箇所
を把握するほか、自治会又は住民からの要望・連絡により
維持補修を要する箇所を把握する。

７．橋梁維持管理事業

６．道路維持管理事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

６．道路維持管理事業

　町道のパトロールを適宜実施し、維持補修を要する箇所
を把握するほか、自治会又は住民からの要望・連絡により
維持補修を要する箇所を把握する。

具体的調整方針

７．橋梁維持管理事業

　町内会又は住民からの要望・連絡により維持修繕を要す
る箇所を把握する。

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

　管理体制について、地域委託及び
補助、原材料支給は現行のとおり実
施し、実施基準及び経費について
は、合併までに調整し、新町発足時
より統一実施する

　道路維持管理業務については、現
行のとおり新町に引き継ぐ

-
 
2
8
4
 
-



【事業目的】 【事業目的】
　道路交通の安全を図るための施設整備・維持管理 　道路交通の安全を図るための施設整備・維持管理

【概要】 【概要】
・　交通安全施設の新設・修繕 ・　交通安全施設の新設・修繕
・　交通安全に関する啓発、研修の実施。 ・　交通安全に関する啓発、研修の実施。
・　街路樹の剪定

【事務手順】 【事務手順】

【経費負担】 【経費負担】
　　地元負担なし 　　地元負担なし

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・交通安全対策特別交付金 ・交通安全対策特別交付金

・残金を町費にて支出 ・残金を町費にて支出

実施状況に差異
【概要】　　　　　　　　 【概要】　　　　　　　

【積雪の目安】 【積雪の目安】 実施基準に差異
　町内会等の申し出によりその都度判断。

【除雪方法】 【除雪方法】

　　業者委託 　　業者委託

【融雪材】 【融雪材】

９．道路除雪関連事業

　積雪の多い地区の道路除雪作業を行う。
　原則、緊急性の高い場合にのみ実施

　主に地元町内会、町民からの要望、報告により維持修繕
箇所の把握又はパトロールによる把握

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町

　交通違反反則金を交通事故件数に応じて国が交付するも
のカーブミラー・ガ－ドレ－ル・区画線・標識・歩道等の
設置、管理に要する費用に充当される

８．交通安全対策施設整備及び維持管理事業

　20cm以上を原則とするが、地区により、積雪にかなり差
がある

　3,4業者から、見積りを取り在庫状況に合わせて購入150
袋在庫

　要望がある振興会に取りにきてもらい、各所に配置、回
収をお願いしている

９．道路除雪関連事業

　積雪の多い地区の道路除雪作業を行う。
　原則、緊急性の高い場合にのみ実施

８．交通安全対策施設整備及び維持管理事業

課　　題

　主に地元自治会、町民からの要望、報告により維持修繕
箇所の把握又はパトロールによる把握

　交通違反反則金を交通事故件数に応じて国が交付するも
のガ－ドレ－ルの設置、管理に要する費用に充当される

具体的調整方針
三 加 茂 町

　町内会長等に取りに来てもらい、各所に撒布

　時期を見て、3業者から、見積りを取り在庫状況に合わせ
て購入
　　　（200袋在庫）

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

　現行のとおり新町に引き継ぎ、そ
の実施基準及び方法等については、
合併後調整する

-
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未実施 【概要】 実施の有無に差異
　町内の主要路線の草刈を町内業者、振興会へ委託。

【事務及び経費】

（補助金として）
　出夫者　　　 　　500円
　軽四トラック　 1,000円
　ダンプ　　　 　5,000円
　草刈り機　　　 　500円

【事業の目的】 【事業の目的】 事業実施の有無に差異

【参加資格】 【参加資格】
・ ・町内各種団体
・ ・地域振興会

【活動内容】 【活動内容】
　町内4路線県道の清掃美化活動　15Km　年5回 ・

・

【事務手順】 【事務手順】

【名称】 【名称】
　ｱﾄﾞﾌﾟﾄ･ｱ･ﾏｲﾛｰﾄﾞ三好会議 　フラワーロード協議会

【会の目的】 【会の目的】

補助金に差異
【補助金額】 【補助金額】
　　　　　　　  100,000円 　　　　　　　  1,000,000円

　三好町内の各種団体
　企業団体
（土木事務所長へ要届出）

11．アドプト事業

　ｱﾄﾞﾌﾟﾄ事業の団体届出→活動計画→覚書→事業実施→活
動報告

10．草刈委託

　町内の主要路線の草刈り、清掃を依頼実施。

　フラワーロード協議会として、花いっぱい運動を展開す
るとともに、活動を通じてボランティアに対する理解と関
心等の輪を広げる。

12．アドプト事業

　道路清掃美化ボランティア活動を行うことにより、道路
美化及び住民の県境への意識向上に努める。

フラワーロード全域の整備
　　　（土の入れ替え・年６回の除草・花の定植）
各方面への啓発運動

　ｱﾄﾞﾌﾟﾄ事業の団体届出→活動計画→覚書→事業実施→活
動報告

　ボランティア活動を通じて、町民間の交流を図り、さら
にはボランティアに対する理解と関心等の輪を広げ、ひい
ては町の発展に寄与する。

課　　題
三 加 茂 町

現行のとおり新町に引き継ぐ。ただ
し、補助金については、合併までに
調整し、新町発足時より適用する

11．草刈委託

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　徳島県が管理する道路におけるボランティア活動を支援
し、ボランティア活動の活性化及び道路愛護意識の高揚を
図ることを目的とする。

三　好　町
具体的調整方針

　新町においても実施するものと
し、実施基準及び経費等については
合併までに調整し、新町発足時より
統一実施する

-
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【事業目的】 【事業目的】
　町管理の河川改良・修繕 　町管理の河川改良・修繕

【概要】 【概要】
　町管理河川の護岸修繕及び浚渫を実施している。 　町管理河川の護岸修繕及び浚渫を実施している。

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　　町　　　10/10 　　町　　　10/10

【県実施の河川改良事業等】 【県実施の河川改良事業等】

【国、県実施の砂防事業】 【国、県実施の砂防事業】

【県実施の急傾斜地崩壊対策事業】 【県実施の急傾斜地崩壊対策事業】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　事業規模により、町の負担割合が決定する。 　事業規模により、町の負担割合が決定する。

【町実施の急傾斜地崩壊対策事業】 【町実施の急傾斜地崩壊対策事業】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

補助内訳
　　県　　　　　　4/6
　　町　　　　　　1/6
　　受益者負担金　1/6

補助内訳
　　県　　　　　　4/6
　　町　　　　　　1/6
　　受益者負担金　1/6

三 加 茂 町
13．河川改良事業12．河川改良事業

　事業調整事務
　地元調整
　事業実施協力
　区域の指定準備事務

13．砂防及び急傾斜地崩壊対策等事業等

　事業調整事務
　負担金事務
　地元調整
　事業実施協力
　区域の指定準備事務

　事業調整事務の実施
　負担金事務
　地元調整の実施
　事業実施への協力

14．砂防及び急傾斜地崩壊対策等事業等

　事業調整事務
　負担金事務
　地元調整
　事業実施協力
　区域の指定準備事務

三　好　町

　事業調整事務
　地元調整
　事業実施協力
　区域の指定準備事務

　事業調整事務の実施
　負担金事務
　地元調整の実施
　事業実施への協力

・町単独での事業はなし
・基本的に、地元等からの要望を受け、受益者の意思確認
を行い、県補助金の要望申請を行い、交付決定後事業を実
施する。

・町単独での事業はなし
・基本的に、地元等からの要望を受け、受益者の意思確認
を行い、県補助金の要望申請を行い、交付決定後事業を実
施する。

　県営事業については、現行のとお
り新町に引き継ぎ、町営事業につい
ては、実施基準等について調整し、
新町発足時より統一施行する

課　　題 具体的調整方針

　国、県実施の事業については、現
行のとおり新町に引き継ぎ、国、県
と協議の上、引き続き実施するもの
とする

　町実施の急傾斜地崩壊対策事業に
ついては、各町基本的に補助事業に
より実施しているため、採択基準に
差異がないので、現行のとおり新町
に引き継ぐ。

　受益者負担についても、差異がな
いので、現行のとおり新町に引き継
ぐ

-
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【がけ地近接危険住宅移転事業】 【がけ地近接危険住宅移転事業】

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【事業手順】 【事業手順】

【事業実績】 【事業実績】
　近年の事業実績なし 　近年の事業実績なし

　該当なし 【目的】

【概要】

1 定期点検
　１月点検
2 臨時点検
　　随時
【点検回数】
　出水期（4月～11月）月2回
　その他 月1回

　定期的なものと、それ以外のものとに分類し、定期点検
と臨時点検に区別。点検項目は標準記録表に準じ各施設の
内容に応じた点検記録表を作成し実施。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町

　自治会等の連絡・要望により工事箇所を把握する

 樋門・樋管を常に良好な状態に保つため、門扉等にかかわ
る点検・整備について必要な事項を定め、当該施設に適し
た維持管理を行うことを目的とする。

16．桶門施設の維持管理

15．河川維持管理事業

・県に対し事業調整事務を行うが、近年該当の申請がな
い。

三 加 茂 町

　急な傾斜地の近くで、危険な位置に建っている住宅の、
安全な場所への移転促進を目的に、住宅の除去費用や、新
築住宅の建設費の借入に対し、利子補給を行う事業。

15．桶門施設の維持管理

　準用河川・普通河川の維持管理を行い、災害に強い河川づくり
に努める。

　急な傾斜地の近くで、危険な位置に建っている住宅の、
安全な場所への移転促進を目的に、住宅の除去費用や、新
築住宅の建設費の借入に対し、利子補給を行う事業。

　自治会等の連絡・要望により工事箇所を把握、又はパト
ロールによる把握
　緊急箇所については、応急工事の実施。また、その他に
ついては補助事業を模索

・県に対し事業調整事務を行うが、近年該当の申請がな
い。

14．河川維持管理事業

　護岸工・河床整理・床止工等で緊急を要する工事を実施
する

　準用河川・普通河川の維持管理を行い、災害に強い河川づくり
に努める。

　護岸工・河床整理・床止工等で緊急を要する工事を実施
する

課　　題

　国土交通省と協議の上、現行のと
おり新町に引き継ぐ

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

具体的調整方針

-
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【管理人及び操作員】

【業務委託料】
京免・末石・角の浦樋門

8,680円 20回 6名＝1,093,680円

【目的】 【目的】
公共排水路の維持管理 公共排水路の維持管理

【概要】 【概要】
町道の側溝、排水路の清掃 町道の側溝、排水路の清掃

【事務手順】 【事務手順】

【負担割合】 【負担割合】

　　　全額町費 　　　全額町費

【事業の目的】　 【事業の目的】

【事業の概要】 【事業の概要】
・ ・

・　水防については、消防団が水防団を兼務している。 ・　水防については、消防団が水防団を兼務している。
・ ・

18．水防関連業務17．水防関連業務

　上流域の降雨の状況や早明浦、池田両ダムの放流による
河川の水位の上昇、降雨状況等により、注意体制、警戒体
制、災害対策本部の設置等の応急体制をとっている。

　梅雨時並びに台風等による大雨により各河川の水位が上
昇し水防の必要が重要であり、情報の収集と水防活動が町
民の生命と財産の安全のため大変重要となっている。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　土のうは町内業者に製造依頼をしている。　土嚢は、袋は町で保管し、製造は必要に応じ町内業者に
依頼している。

　主に地元自治会から要望、及びパトロールにて把握し、
清掃処理する

三 加 茂 町

　町内には、1級河川吉野川が東西に流れ、それに向かって
支流の1級河川が数本流れ込んでいる。

17．公共排水路清掃作業

 樋門の管理操作に理解と熱意を有し、人格識見者を選任。
業務委託契約は、毎年度当初及び必要の都度契約する。契
約期間は、原則として1箇年とする。

　主に地元自治会から要望、及びパトロールにて把握し、
清掃処理する

　上流域の降雨の状況や各河川の水位の上昇量、降雨状況
等により注意体制、警戒体制、災害対策本部の設置などの
応急体制をとっている。

三　好　町

　梅雨時並びに台風等による大雨により各河川の水位が上
昇し、水防の必要が重要であり、情報の収集と水防活動に
より、町民の生命と財産の安全を守る。

16．公共排水路清掃作業

　三加茂町内には、一級河川加茂谷川・古川谷川・奥の谷
川をはじめ準用河川（深谷川、大藤谷川、城谷川、大師谷
川、三枝谷川、絵堂谷川、十輪寺谷川、山の上川、東浦谷
川、新田川、丹田谷川、泉野谷川、横谷川、引地谷川、喜
六谷川）の15をもって吉野川に合流している。

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

具体的調整方針

　新町で策定される、地域防災計画
に基づき、新町においても実施する

課　　題

-
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【広域営農団地農道整備事業】 未実施 実施の有無に差異

【事業主体】
　徳島県

【事務内容】

【県営一般農道整備事業】 【県営一般農道整備事業】 実施の有無に差異

【事業主体】 【事業主体】
　徳島県 　徳島県

【事務内容】 【事務内容】

【事業の目的】 平成１６年度事業完了 実施の有無に差異

【事業年度】
　平成13年度～平成17年度

【事業費】
Ｈ１５年度  60,000千円

【事業概要】
　集落道整備　 　　2路線
　営農飲雑用水施設 1ヶ所
　防火水槽　　 　　2ヶ所

【事業負担割合】
　国・・・50%
　県・・・15%
　町・・・35%

18．広域農道
三　好　町

　事業調整事務､負担金事務、地元調整､事業実施協力 　事業調整事務､負担金事務、地元調整､事業実施協力

　農村において、生産基盤と生活環境の整備を総合的に推
進する。

20．農村基盤整備促進事業

19．一般農道

21．農村基盤整備促進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　つづら地区～柳沢地区の農道開設の事業調整事務、負担
金事務、地元調整、事業実施協力

20．一般農道

19．広域農道
三 加 茂 町

　現行のとおり新町に引き継ぎ、徳
島県との調整を図りながら実施する
ものとする

　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

課　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぎ、徳
島県との調整を図りながら実施する
ものとする
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【事業の目的】 【事業の目的】

【事業内容】 【事業内容】
　(1)農道整備 　(1)農道整備
　(2)農道舗装 　(2)農道舗装
　(3)かんがい排水 　(3)かんがい排水

【事務手順】 【事務手順】

【県費補助率】 【県費補助率】
　農道改良　　　35% 　農道改良　　　35%
　（急傾斜地）　45% 　（急傾斜地）　45%
　農道舗装　　　35% 　農道舗装　　　35%
　かんがい排水　30% 　かんがい排水　30%

未実施 県直営事業が実施中

未実施 【目的】

【事業概要】
　　林道開設工事
　　林道改良工事
　　林道舗装工事

【事務手順】

【事業負担割合】
    国・県     98％
    町          2％

三　好　町

　事業調整事務､負担金事務、地元調整（用地交渉・立木補
償交渉及び事務等）､事業実施協力

　農産物の搬出及び生活必需品の輸送に支障をきたしてい
るため、自動車道を開設することにより搬出入を容易にす
るとともに輸送力を増加し、輸送費の軽減を図り林業経営
を安定させ、ひいては住民福祉の向上を図ることを目的と
する

23．耕地地すべり関連事業

24．県営林道事業

22．県単独土地改良事業

　地元住民等から要望のあった農業用施設の新設・改良に
ついて現地､採択条件等内容を審査後、採択箇所を決定し、
県に申請

　地元住民等から要望のあった農業用施設の新設・改良に
ついて現地､採択条件等内容を審査後、採択箇所を決定し、
県に申請

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　農業生産性の向上、農業総生産の選択的拡大、農業構造
の改善及び農村地域の振興を図る。

23．県営林道事業

三 加 茂 町

　農業用施設（農道・かんがい排水施設等）の新設・改良
を行うことにより､農業経営の省力化､安定化を図る。

21．県単独土地改良事業

22．耕地地すべり関連事業

課　　題

　現行のとおり新町に引き継ぎ、徳
島県と協議の上、引き続き実施する
ものとする

　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

具体的調整方針

　県営事業については、現行のとお
り新町に引き継ぎ、徳島県と協議の
上、引き続き実施するものとする

-
 
2
9
1
 
-



【目的】 【目的】
　森林の多面的機能の発揮のため、林道整備を行う 　森林の多面的機能の発揮のため、林道整備を行う

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　　　国：　50％ 　　　国：　50％
　　　県：　20％ 　　　県：　20％
　　　町：　30％ 　　　町：　30％

【事業の目的】 【事業の目的】

【概要】 【概要】
　林道開設、改良、舗装工事等を行う。 　林道開設、改良、舗装工事等を行う。

【事務の手順】 【事務の手順】

【補助割合】 【補助割合】
　　　県　　45% 　　　県　　45%

【目的・概要】 【目的・概要】

【林道台帳の整備】 【林道台帳の整備】

　林道の管理及び構造に関する基本的事項を定め、森林の
管理経営上適正な林道の整備を行い、通行の安全を確保す
ると共に、林道台帳を整備する

27．林道管理26．林道管理

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三 加 茂 町三　好　町

　森林施業の効率化のため林道を開設する

　森林整備に関する事業の推進を図る目的で、森林の植
栽、下刈り、除伐、間伐を実施するための林道整備を行う

24．民有林林道事業

　林産物の搬出入及び生活必需品の輸送に支障をきたして
いるため、自動車道を開設し輸送力の増加、輸送費の軽減
を図って林業の安定を図ることを目的とする

25．県単独林道事業

　林道の種類、構造、資産区分等を記載し、林道の現況を
示し管理する

　林道の管理及び構造に関する基本的事項を定め、森林の
管理経営上適正な林道の整備を行い、通行の安全を確保す
ると共に、林道台帳を整備する

　計画概要書の作成→助成願→内示→補助金交付申請→指
令→入札→工事→実績報告→補助金の確定
　土地使用承諾書の確保

　計画概要書の作成→助成願→内示→補助金交付申請→指
令→入札→工事→実績報告→補助金の確定
　土地使用承諾書の確保

26．県単独林道事業

　林道の種類、構造、資産区分等を記載し、林道の現況を
示し管理する

　森林整備に関する事業の推進を図る目的で、森林の植
栽、下刈り、除伐、間伐を実施するための林道整備を行う

25．民有林林道事業

助成願→内示→補助金交付申請→補助金交付決定→入札→
工事→実績報告→補助金確定

助成願→内示→補助金交付申請→補助金交付決定→入札→
工事→実績報告→補助金確定

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

　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

　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

課　　題 具体的調整方針

-
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【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

・土地使用承諾 ・土地使用承諾
・保安林指定承諾等 ・保安林指定承諾等

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】
　治山堰堤の整備 　治山堰堤の整備
　水路（渓流）の整備 　水路（渓流）の整備

【事務の手順】 【事務の手順】

【補助割合】 【補助割合】
　　　県　　1/2 　　　県　　1/2

治山堰堤、水路（渓流）の整備、山腹の整備（防　護ネッ
ト）等

・良質な水資源の安定な確保に資するため複層林の　造成
や渓流水を地中に浸透させる水土哀切の整備等の推進。

　林地に発生した荒廃地の崩壊を防止し、林野の保全と民
生の安定を図る。

・豪雨、地震等による山地災害を防止し、被害を最　小限
にとどめるため治山施設の整備や防災森林の造成等を推進
する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・豪雨、地震等による山地災害を防止し、被害を最小限に
とどめる為、治山施設の整備や防災森林の造成等を推進す
る。

　概要計画→助成願→内示→補助金交付申請→指令→入札
→工事→実績報告→補助金の確定

三　好　町

・県営事業となるため地元調整等を担当

・良質な水資源の安定な確保に資するため複層林の　造成
や渓流水を地中に浸透させる水土哀切の整備等の推進。

・豪雨、地震等による山地災害を防止し、被害を最　小限
にとどめるため治山施設の整備や防災森林の造成等を推進
する。

27．県営治山事業 28．県営治山事業

　概要計画→助成願→内示→補助金交付申請→指令→入札
→工事→実績報告→補助金の確定

28．県単独治山事業

・県営事業となるため地元調整等を担当

　現在のところ経費財源は国及び県となっている

29．県単独治山事業

　現在のところ経費財源は国及び県となっている

治山堰堤、水路（渓流）の整備、山腹の整備（防　護ネッ
ト）等

三 加 茂 町
課　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぎ、徳
島県との調整を図りながら実施する

　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
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【事業の目的】 【事業の目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　国　2/3　　町　1/3 　国　2/3　　町　1/3

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】
　農地及び農業用施設を原形に復旧する 　農地及び農業用施設を原形に復旧する
　農業災害査定設計書作成業務 　農業災害査定設計書作成業務

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　農業用施設災害 　農業用施設災害
   　　国  65%  町  35%    　　国  65%  町  35%
　農地災害 　農地災害
  　　 国  50%  町  50%    　　国  50%  町  50%

　管理している公共土木施設において、異常な天然現象に
より生じた災害を早期に復旧することにより住民の不安を
解消する。

　事業計画及び調整,調査及び設計,補助金申請等に関する
事務

　災害報告→現地調査及び査定設計図書作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→補助金
交付申請→補助金の確定

　災害報告→現地調査及び査定設計図書作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→補助金
交付申請→補助金の確定

31．農地・農業用施設災害復旧事業30．農地・農業用施設災害復旧事業

29．公共土木施設災害復旧事業

　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づいて、公
共土木施設を原形に復旧する

　管理している公共土木施設において、異常な天然現象に
より生じた災害を早期に復旧することにより住民の不安を
解消する。

　災害報告→現地調査及び査定設計図書作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→国庫負
担申請→国費請求事務→成功認定

30．公共土木施設災害復旧事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　災害報告→現地調査及び査定設計図書作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→国庫負
担申請→国費請求事務→成功認定

　公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づいて、公
共土木施設を原形に復旧する

　災害査定,補助率の増高申請,契約事務,工事実施及び監督 　災害査定,補助率の増高申請,契約事務,工事実施及び監督

　事業計画及び調整,調査及び設計,補助金申請等に関する
事務

　農地・農業用施設の災害復旧を行い、もって農林業の維
持を図り、あわせてその経営の安定に寄与する。

　農地・農業用施設の災害復旧を行い、もって農林業の維
持を図り、あわせてその経営の安定に寄与する。

三　好　町 三 加 茂 町
課　　題 具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する
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【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　　国1/2　　町1/2 　　国1/2　　町1/2

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
　　国1/2　　町1/2 　　国1/2　　町1/2

課　　題
三　好　町 三 加 茂 町

　災害報告→現地調査及び計画概要書の作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→補助金
交付申請→補助金の確定

　林道施設災害復旧事業及び県単林道事業にも採択されな
い、林道施設の小規模な災害を復旧する

　災害報告→現地調査及び計画概要書の作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→補助金
交付申請→補助金の確定

　災害報告→現地調査及び計画概要書の作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→補助金
交付申請→補助金の確定

　災害報告→現地調査及び計画概要書の作成→災害査定→
事業費の決定→入札→工事の実施→工事費の精算→補助金
交付申請→補助金の確定

　農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関
する法律に基づき、林道施設を原形に復旧する

　農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関
する法律に基づき、林道施設を原形に復旧する

　災害により被害を受けた林道施設を復旧し、民生の安定
を図る

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

31．林道施設災害復旧事業 32．林道施設災害復旧事業

　農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関
する法律に基づき、林道施設を原形に復旧する

　農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関
する法律に基づき、林道施設を原形に復旧する

　林道施設災害復旧事業及び県単林道事業にも採択されな
い、林道施設の小規模な災害を復旧する

32．小規模林道施設災害復旧事業 33．小規模林道施設災害復旧事業

　災害により被害を受けた林道施設を復旧し、民生の安定
を図る

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

具体的調整方針

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する
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【事業の目的】 【事業の目的】 取扱いの協議が必要

【概要】 【概要】

【事務の手順】 【事務の手順】
　委託契約 　委託契約
　測量→設計→数値の入力→設計完了 　測量→設計→数値の入力→設計完了

【事業の経費】 【事業の経費】
　全額町費 　全額町費

・システム名（積算力）
・積算機器賃貸料 ・積算機器賃貸料

　　　　　なし

・データメンテナンス料 ・データメンテナンス料

【委託業者】 【委託業者】

（株）ジッタ （株）アビ・グローバル

課　　題 具体的調整方針
三　好　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　合併までに調整し、新町発足時よ
り統一施行する

　平成15年度契約額
　　　　　　　210,000円

　平成15年度契約額
　　　　　　約207,000円

34．土木積算システム33．土木積算システム

　公共工事の発注に際し、積算業務は複雑で手間のかかる
事務である。
　よって、コンピュータ処理することにより、大幅な事務
量を軽減するとともに迅速かつ確実な事務の遂行が出来
る。

　公共工事の発注に際し、積算業務は複雑で手間のかかる
事務である。
　よって、コンピュータ処理することにより、大幅な事務
量を軽減するとともに迅速かつ確実な事務の遂行が出来
る。

　平成15年度契約額
　　　　　　1,709,820円

　1年間の積算機器の賃貸契約及び、データメンテナンス契
約を締結し、ソフトを導入することによって積算を実施。

　1年間のプログラム使用料の委託契約を締結し、　ソフト
を導入することによって積算を実施。
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【町道】 【町道】
　　１　級　　  5路線  　  4,431m 　　１　級　　  7路線 　  13,481m
　　２　級　　 18路線 　  37,833m 　　２　級　　 14路線 　  32,711m
　　その他　　276路線 　 160,586m 　　その他　　354路線　  223,371m
　　　計　　　299路線 　 202,850m 　　　計　　　375路線  　269,563m
　　　　うち改良済延長    61,233m 　　　　うち改良済延長    50,242m
　　　　　　舗装済延長   167,610m 　　　　　　舗装済延長   187,558m
　　橋梁数 　  74橋　        782m 　　橋梁数 　 112橋       　 802m

【農道】 【農道】
           　　路線  　　  3,621m          　　 6路線   　　 5,493m

　
【林道】 【林道】
        　　 12路線 　　  24,534m        　　  22路線 　　  63,804m

【町道の認定基準】 【町道の認定基準】

②道路幅員は4m以上とすること。 ②その他町長が必要と認めた道路。

⑥その他町長が必要と認めた道路。

【認定に関する事務手順】 【認定に関する事務手順】

調整方針（案）

１．道路の現況 １．道路の現況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

・道路施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ
・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
・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
・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

具体的調整方針課　　題

２．道路の認定

③道路の両側もしくは片側に必要に応じた排水施設を有す
ること。

　議会の議決→路線の認定→路線認定の告示→道路の区域
の決定→道路の区域の決定の告示→道路の供用開始の告示

　議会の議決→路線の認定→路線認定の告示→道路の区域
の決定→道路の区域の決定の告示→道路の供用開始の告示

２４－１７建設事業関係

建設部会

協　議　項　目 建設事務関係

①道路の起点及び終点が道路法の適用を受ける道路に接続
していること。但し、袋路状の道路であってもその他主要
公共施設に連絡する道路を有している場合。

④道路構造令に定める基準に適合し、又は準じ道路管理上
支障のない道路であること。

⑤道路敷地の権原を寄付等により三好町が取得しているこ
と。

①三加茂町の区域内にある道路であること。

　認定基準に差異
　新町では、どう取り扱うのか協議
必要

　道路については、現行のとおり新
町に引き継ぐ

　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。

（平成１６年４月１日現在）（平成１６年４月１日現在）

２．道路の認定
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【目的】 【目的】

【事業内容】 【事業内容】 更新時期に差異

（できれば毎年更新することが望ましい。） （できれば毎年更新することが望ましい。）

【台帳管理】 【台帳管理】
①道路台帳図面　（原図） ①道路台帳図面     　1冊
　　　平地部　 　　　　マイラー図面   　150枚
　　　　台帳平面図マイラー26枚 　　　　町内全域網図　     2枚
　　　　現況平面図マイラー26枚 　　　　町道台帳　　　 　　5冊
　　　山間部　　　　 　　　　橋梁・踏切等台帳　 4冊
　　　　台帳平面図マイラー冊子
　　　　現況平面図マイラー冊子
　　　　町内全域網図　　　1枚
　　　　道路台帳図面　（製本）
　　　平地部
　　　　台帳平面図　　　　 2冊
　　　　現況平面図  　　   2冊
  　　　路台帳（冊子）  　16冊
  　　　橋梁台帳（冊子）　　冊

②等級路線本数延長 ②等級路線本数延長
　　　　1級　　　　5本　　4km 　　　　1級　　　 7本　 13km
　　　　2級　　　 18本　 38km 　　　　2級　　　14本　 33km
　　　　その他　 276本　161km 　　　　その他  354本  223km
　　　　計　　   299本　203km 　　　　計    　375本  269km

③橋梁数　　　　　　74橋 ③橋梁数
④マイラー図面保管用マップロッカー1つあり

【その他】 【その他】 委託業者に差異
　町道台帳の更新作業はアジア航測に委託している

（過去の道路新設改良工事のデータを集計し、数量を明確
にして見積りを取る。)

　町道台帳の更新作業はアジア航測（株）に委託している
　納品されているものは、すべて紙に打ちだされたものだ
けである

①5年に一回台帳内容の更新作業を行なう。
　前回は平成13年度に実施
　　　　　　　　契約金額 8,610,000円

①数年に一回台帳内容の更新作業を行なう。
　前回は平成14年度に実施
　　　　　　　　契約金額 5,712,000円

②委託時期
  平成16年度に更新作業予定

３．道路台帳整備業務

　道路の区域、道路の構造、橋梁、踏切等基礎的事項を総
括して把握するため

　道路の区域、道路の構造、橋梁、踏切等基礎的事項を総
括して把握するため

３．道路台帳整備業務

管理台帳及び図面整備状況に差異

　台帳更新業務については、委託状
況及び管理書類の差異が大きいた
め、新町発足後、両町の状況を見極
めたうえ、検討調整する

　現在２町で管理している道路台帳
等については、現行のとおり新町に
引き継ぐ

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

三　好　町 三 加 茂 町
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[概要] [概要] 差異なし
・　事業採択になった起業地の用地補償事務をする ・　事業採択になった起業地の用地補償事務をする
・ ・

【事務手順】 【事務手順】
　　　工事計画の地元説明会の開催 　　　工事計画の地元説明会の開催
　　　　↓ 　　　　↓
　　　用地立会 　　　用地立会
　　　　↓ 　　　　↓
　　　用地測量図面による地元説明会の開催 　　　用地測量図面による地元説明会の開催
　　　　↓ 　　　　↓
　　　土地売買契約 　　　土地売買契約

　　　　・団体交渉、団体調印が原則
　　　　・各戸に訪問し用地交渉

　　　　・契約書、請求書等（担当者作成） 　　　　・契約書、請求書等（担当者作成）
　　　　・登記嘱託書等（調査士会作成） 　　　　・登記嘱託書等（調査士会作成）

（土地・補償代金支払方法） （土地・補償代金支払方法）

【単価決定】 【単価決定】

【税務協議】 【税務協議】

【事業用地の寄附】 【事業用地の寄附】

　（寄附の場合の手順） 　（寄附の場合の手順）
　　　受益者の土地無償使用承諾 　　　受益者の土地無償使用承諾
　　　　　　↓ 　　　　　　↓
　　　課で調査・事業決定 　　　課で調査・事業決定
　　　　　　↓ 　　　　　　↓
　　　工事計画の地元説明 　　　工事計画の地元説明
　　　　　　↓ 　　　　　　↓
　　　用地立会（現地） 　　　用地立会（現地）
　　　　　　↓ 　　　　　　↓
　　　測量後、実施説明会 　　　測量後、実施説明会
　　　　　　↓ 　　　　　　↓
　　　事業着手 　　　事業着手

４．公共用地取得事務

・土地については所有権移転完了後、代金全額支払
・物件補償については、前払金7割（千円切り）を支払い、
物件撤収後に後払金を支払う

　登記事務は徳島県公共嘱託登記司法書士・土地家屋調査
士協会会員に業務委託

４．公共用地取得事務

　・担当者で事前協議書を作成し、税務職員同行のうえ協
議する

　・不動産鑑定による決定を原則とするが、近年に県等が
公共事業により買収した単価を採用する

　・不動産鑑定による決定を原則とするが、近年に県等が
公共事業により買収した単価を採用する

・土地については所有権移転完了後、代金全額支払
・補償金については補償物件収去後、代金全額支払

　　　　・団体交渉、団体調印が原則
　　　　・各戸に訪問し用地交渉

　登記事務は徳島県公共嘱託登記司法書士・土地家屋調査
士協会と業務委託契約

　事務手順等については、現行のと
おり新町に引き継ぐ

土地・及び補償金の支払いに差異

　・担当者で事前協議書を作成し、税務職員同行のうえ協
議する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

三　好　町 三 加 茂 町

　補償金に関し、土地については、
所有権移転登記完了後に全額支払
し、物件については、契約締結時に
７割、補償物件撤収後に残金を支払
ものとする
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【概要】 【概要】

【実施時期】 【実施時期】
　事業実施時または未登記が判明したとき。 　事業実施時または未登記が判明したとき。

【対象地及び手順】 【対象地及び手順】
・ ・

（登記事務） （登記事務）
・ ・
・ ・
・　登記申請書作成、提出、登記完了。 ・　登記申請書作成、提出、登記完了。

　未登記土地については、下記の手順。 　未登記土地については、下記の手順。
①事前調査 ①事前調査

・　過去の経緯、資料の調査 ・　過去の経緯、資料の調査

・　現場調査 ・　現場調査
・　土地調査 ・　土地調査
②打ち合わせ ②打ち合わせ
　地元説明会、現場立会い日等程の調整 　地元説明会、現場立会い日等程の調整
③地元説明会 ③地元説明会

・　町より、地権者及び地区役員に通知。 ・　町より、地権者及び地区役員に通知。
・　事業の説明、立ち入り調査、事前測量の承諾。 ・　事業の説明、立ち入り調査、事前測量の承諾。
④仮測量 ④仮測量

・　立会い前打合せ　問題点の対処を確認。 ・　立会い前打合せ　問題点の対処を確認。
⑤立会 ⑤立会

・　現場にて境界立会 ・　現場にて境界立会
・　町の事業の立会は日当無し ・　町の事業の立会は日当無し
⑥登記事務 ⑥登記事務

・ ・
・ ・
・ ・
・ ・

　登記承諾書の作成
　関係書類への署名・捺印

　登記承諾書の作成
　関係書類への署名・捺印

　町の行う事業について、買収が必要な用地の分筆、及び
所有権移転登記を行う。

※地籍調査実施に伴う権原の取得については未実施のた
め、今後早期の作業着手が急がれる。

※地籍調査実施による権原の取得は、地権者の同意を得た
上で、地籍調査成果を基に寄付登記を進める予定。

　また、過去において所有権移転登記が行われていない土
地について、同様の作業を行う。

　過去において所有権移転登記が行われていない土地につ
いて、同様の作業を行う。

５．用地登記事務

具体的調整方針

５．用地登記事務

　登記承諾書の作成
　関係書類への署名・捺印

※登記法上の問題で事業が中断した場合、法務局と協議し
て完了できるようにする。
　登記については公共嘱託登記司法書士協会・土地家屋調
査士協会に業務委託している。

　現行のとおり新町に引き継ぐ
　なお、未登記土地等の寄附登記
は、地籍調査実施中の区域を優先し
実施するものとする

　　　○県、町の改良工事記録
　　　○用地買収の関係記録
　　　○他課の関係資料

※登記法上の問題で事業が中断した場合、法務局と協議し
て完了できるようにする。
　登記については公共嘱託登記司法書士協会・土地家屋調
査士協会に業務委託している。

　　　○県、町の改良工事記録
　　　○用地買収の関係記録
　　　○他課の関係資料

　登記承諾書の作成
　関係書類への署名・捺印

　新たに買収する土地については、事業の対象となる部分 　新たに買収する土地については、事業の対象となる部分

　町の行う事業について、買収が必要な用地の分筆、及び
所有権移転登記を行う。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

三　好　町 三 加 茂 町

　新規事業は売買
　未登記処理は寄付

　新規事業は売買
　未登記処理は寄付
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【目的】 【目的】

【官民境界査定に関する事務の流れ】 【官民境界査定に関する事務の流れ】
・ ・

・ ・

・ ・

※申請にかかる費用は申請者の負担。 ※申請にかかる費用は申請者の負担。

　　　申請者より申請書提出 　　　申請者より申請書提出
　　　　↓ 　　　　↓
　　　申請土地の事前調査 　　　申請土地の事前調査
　　　　↓ 　　　　↓
　　　立会い実施 　　　立会い実施
　　　　↓ 　　　　↓
　　　立会い結果の報告 　　　立会い結果の報告
　　　　↓ 　　　　↓
　　　申請人からの境界確認書の提出 　　　申請人からの境界確認書の提出
　　　　↓ 　　　　↓
　　　境界確定 　　　境界確定
　　　　↓
　　（境界確定書発行）

※譲与後の管理に関する条例等 ※譲渡後の法定外公共物の管理に関する条例
条例形態に差異

　管理条例については、合併までに
調整し、新町発足時より統一施行す
る
　なお、今後発生する用途廃止、払
い下げ等については、新町発足後調
整し、統一実施する

７．法定外公共物管理事務 ７．法定外公共物管理事務

　　三好町法定外公共用財産管理条例
　　　　　　　　　　　　(平成14年4月1日）

　　同施行規則
　　　　　　　　　　　　(平成14年4月1日）

具体的調整方針

　町認定道路・水路（町名義または旧村名義）は町におい
て実施（建設課）
　
　申請人には土地家屋調査士等適切な代理人を立てるよう
に指導。

６．町道・里道の境界確認及び証明事務

　国・県道の境界は、資料の提供及び立会い同行

６．町道・里道の境界確認及び証明事務

　赤道・青道の境界は建設課で実施

　町資料（公図、官有地台帳、地籍測量図、過去の立会い
実績）を携行し立会

三　好　町

　公共用地（道路・水路等）と民地との境界を確定し、施
設管理を適正に行う

　国・県道の境界は、池田国道維持出張所、池田土木事務
所で実施。町は資料の提供及び立会い同行

　町認定道路・水路（町名義または旧村名義）は町におい
て実施（建設課および担当課、地元自治会長、水利組合役
員等）
　申請人には土地家屋調査士等適切な代理人を立てるよう
に指導。

課　　題
三 加 茂 町

　赤道・青道の境界・池田土木。但し、西庄地区(字川縁よ
り字谷東まで)は13年度から。西庄地区(残り)は14年度か
ら。加茂地区は15年度から建設課で実施
　町資料の提供および立会い同行（公図、官有地台帳、地
籍測量図、過去の立会い実績）

　公共用地（道路・水路等）と民地との境界を確定し、施
設管理を適正に行う

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　　同施行規則
　　　　　　　　　　　（平成14年1月17日）

　　三加茂町法定外公共物管理条例
　　　　　　　　　　　（平成13年10月5日）

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する
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【概要】　 【概要】　 　規則の有無に差異
・道路占用等許可関連事務 ・道路占用等許可関連事務

・河川占用等許可関連事務 ・河川占用等許可関連事務

【事務手順】 【事務手順】

①申請書の受理（必要と認める書類の確認を含む） ①申請書の受理（必要と認める書類の確認を含む）

③条件を付し許可・承認 ③条件を付し許可・承認
④工事着手届の受理 ④工事着手届の受理
⑤工事完成届受理後速やかに完了検査実施 ⑤工事完成届受理後速やかに完了検査実施

・河川占用等許可関連事務（河川工事施行承認事務を含 ・河川占用等許可関連事務
　　　道路占用等許可関連事務に準ずる。

【道路占用使用料】 【道路占用使用料】
規定なし 規定なし

【町道道路交通障害報告】 【町道道路交通障害報告】

　地元調整は、申請者が実施する

【公用廃止】 【公用廃止】

【道路に関する証明の申請等】 【道路に関する証明の申請等】

　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
　なお、道路占用使用料について
は、合併後検討する

　道路占用許可事務と道路工事施行承認事務とに区別され
ている。「道路法」、「三加茂町道路占用等に関する規
則」によって事務を行っている。

　道路改良等に伴い、通行止め及び片側通行等を行う場合
は、消防署、池田警察への連絡及び協議の実施を申請者に
義務づける。

　河川占用許可事務と河川工事施行承認事務とに区別され
ている。

９．申請許可事務

　道路について申請が行われ、当該財産が不要又は代替施
設により機能が無くなった場合に公用廃止を行う（認定道
路の場合には議会議決）

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

　設計審査申請書等の添付書類として申請される場合があ
り、証明願いを提出させ、証明する。

　設計審査申請書等の添付書類として申請される場合があ
り、証明願いを提出させ、証明する。

　道路について申請が行われ、当該財産が不要又は代替施
設により機能が無くなった場合に公用廃止を行う（認定道
路の場合には議会議決）

三　好　町

②申請書の審査（許可・承認基準に適合しているか否かの
審査）

８．道路・河川占用等許可関連事務

　河川占用許可事務と河川工事施行承認事務とに区別され
ている。

②申請書の審査（許可・承認基準に適合しているか否かの
審査）

・道路占用等許可関連事務（道路工事施行承認事務
　を含む）

８．道路・河川占用等許可関連事務

　道路占用許可事務と道路工事施行承認事務とに区別され
ている。

９．申請許可事務

具体的調整方針
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町
課　　題

　道路改良等に伴い、通行止め及び片側通行等を行う場合
は、消防署、池田警察への連絡及び協議の実施を申請者に
義務づける
　役場内の調整は申請者を同席させて担当者と協議してい
る又、地元調整は地区世話人に役場から連絡した後、申請
者が実施する。

・道路占用等許可関連事務（道路工事施行承認事務
　を含む）
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【検査の種類】 【検査の種類】
○竣工検査 ○竣工検査
　工事の完成を確認するための検査 　工事の完成を確認するための検査

○部分払検査 ○部分払検査

○中間検査 ○中間検査

【概要】 【概要】

【検査員】 【検査員】
（物品）
　　　事業主管課長
（工事請負）
　　　事業主管課長
（測量調査設計等業務委託）
　　　事業主管課長

・町道工事の検査は監督員及び町長が指名した検査員が検
査を行なう。

・書類検査と施工箇所の検査（現場監督・業者・検査員が
立会）

　工事の施工途中において工事発注担当課の職員が必要と
認めた場合に行う検査

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

・検査の結果、工事の完了が確認されたときは、検査復命
又は出来高調書を作成する。

　工事の施工途中において工事発注担当課の職員が必要と
認めた場合に行う検査

　工事完成前に代金の一部を支払う必要がある場合におい
て工事の既成部分を確認するための検査

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題

　工事請負、測量調査設計等の業務委託、物品につ　い
て、検査責任者は主管課長とする。

・検査の結果、工事の完了が確認されたときは、検査復命
書とともに出来高設計書を提出する。

10．工事検査

　工事完成前に代金の一部を支払う必要がある場合におい
て工事の既成部分を確認するための検査

10．工事検査

　検査は、請負者からの工事竣工検査請求書の通知を受け
た日から14日以内に請負者の立会の上､工事の完成を確認す
るため検査を完了しなければならない。検査の方法は、設
計図書に基づき､実施状況、出来形､品質及び出来ばえにつ
いて適否の判断を行う。

三　好　町 三 加 茂 町
具体的調整方針

-
 
3
0
3
 
-



【受付・有効期間等】 【受付・有効期間等】
・受付期間　　　　　　　1/1～3/31 ・受付期間　　　　　　　2/1～2/末日 受付期間に差異

・他の期間も随時受付 ・随時受付けあり
・総務課で受付（郵送可） ・建設課で受付（郵送可）

【その他事項】 【その他事項】
・経営審査表の提出必要 ・経営審査表の提出必要
・申請様式 ・申請様式
　　（県内業者）　　　　徳島県様式 　　（県内業者）　　　　徳島県様式
　　（県外業者）　　　　統一様式 　　（県外業者）　　　　統一様式
・ファイル指定なし ・紙ファイルに指定
・色指定なし ・色指定なし

【目的】 【目的】 　ランク区分等の協議が必要

【審査概要】 【審査概要】

　現行のとおり新町に引き継ぎ、平
成１８年度より統一実施する
　ただし、ランク区分については、
新町発足後調整する

・入札・契約に関する取扱いについては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき合併までに調整し、新町発足時
　より統一施行する
・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
・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
・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
・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

具体的調整方針

・建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格審査要
綱第5条の規定により、建設業法の規定に基づく経営事項
の審査の結果、算定された客観的要素（経営規模、経営状
況、その他の評価項目）による総合数値、及び審査要領の
規定に基づく資格審査を行い、協議された主観的要素（工
事成績、信用度等）を参考に格付けする

・審査委員会においては、徳島県資格審査会を受けて格付
けされた等級を基準とする。

課　　題

　受付期間については、１月６日か
ら２月末日までとする
　ただし、事務処理については、合
併までに調整し統一するものとする
　なお、平成１８年度に関しては、
各町で受付し、持ち寄り協議する

三 加 茂 町

２４－１７建設事業関係

協　議　項　目 入札・契約事務関係

建設部会

調整方針（案）

三　好　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

１．指名願い １．指名願い

・有効期間　　　　　　単年度
　　　　　　　　　　　翌年3/31まで

・有効期間　　　　　　単年度
　　　　　　　　　　　翌年3/31まで

・審査委員会においては、徳島県資格審査会を受けて格付
けされた等級を基準とする。

・総務課にてファイル綴じした後、建設課で受付順にデー
タ入力・保存

・建設工事の請負契約に係る指名競争入札参加資格審査要
綱の規定により、建設業法の規定に基づく経営事項の審査
の結果、算定された客観的要素（経営規模、経営状況、そ
の他の評価項目）による総合数値、及び審査要領の規定に
基づく資格審査を行い、協議された主観的要素（工事成
績、信用度等）を参考に、事業に適正なランクに格付けす
る

　事業の効率性、透明性の一層の向上を図るため、三好町
指名審査委員会において審査する。

　事業の効率性、透明性の一層の向上を図るため、三加茂
町指名審査委員会において審査する。

２．資格審査（格付け） ２．資格審査（格付け）

-
 
3
0
4
 
-



【審査構成員】 【審査構成員】 　構成員に差異
　　町長（会長） 　　町長（会長）
　　助役 　　助役
　　総務企画課長 　　総務課長
　　建設課長 　　建設課長

　　産業課長

【入札指名事務】 【入札指名事務】
事業担当課取扱事務 事業担当課取扱事務
　工事施工伺の決裁後、指名審査委員会を実施 　工事施工伺の決裁後、指名審査会を実施

【指名審査委員会の概要】 【指名審査委員会の概要】

【指名審査委員会組織】 【指名審査委員会組織】
組織に差異

委員長　町長 委員長　　町長
委員　　助役 委員　　　助役
　　　　総務企画課長 　　　　　総務課長 【案】
　　　　担当課長 　　　　　建設課長 　委員長　町長

　　　　　産業課長 　委員　　助役
　　　　　担当課長 　　　　　総務課長
　　　　　担当（臨時） 　　　　　建設課長

　　　　　担当課長
　工事入札の必要に応じ委員長が召集し委員会を開く 　工事入札の必要に応じ委員長が召集し委員会を開く

【審査対象事業】 【審査対象事業】

　合併までに調整し、新町発足時よ
り統一する

具体的調整方針

　合併までに調整し、新町発足時よ
り次のとおり統一する

　事業毎に判断される、指名入札事業すべて

　　　　担当（臨時）
　　（主幹･課長補佐等）

　事業毎に判断される、指名入札事業すべて

1　指名委員審査会は、請負工事等を発注しようとする主
管課長から内申を受けた請負工事等について、三加茂町請
負工事等指名競争入札参加者指名要綱に基づき、三加茂町
財務規則（平成11年規則第11号）の規定により作成された
請負工事等入札指名資格者名簿（以下「指名業者名簿」と
いう）に登録された者のうちから、厳正かつ公平に選定し
指名するものとする。

３．工事・業務の業者選定 ３．工事・業務の業者選定

　町が発注する建設工事及び測量設計委託等の入札参加者
を適正に設置するための審査を行う

　町が発注する建設工事及び測量設計委託等の入札参加者
(随意契約の相手側を含む）を適正に設置するための審査
を行う

3　審査会は、その他入札参加者の選定等に必要な事項に
ついて、協議、審査を行うものとする。

　新町における、入札参加資格審査
要綱及び工事請負業者等選定要綱
を、合併までに調整・策定し、平成
１８年度より統一施行する

1　指名審査委員会は、請負工事等を発注しようとする主
管課長から内申を受けた請負工事等について、三好町指名
競争入札参加資格申請書に基づき三好町財務規則（平成12
年規則第15号）の規定により指名業者名簿に登録された者
の内から、厳正、かつ公平に選定し指名する

2  指名審査委員会は、三好町請負工事等指名停止等措置
要綱に基づき業者の指名停止を行うものとする。

3　審査会は、その他入札参加者の選定等に必要な事項に
ついて、協議、審査を行うものとする。

2　審査会は、業者の指名停止等の審査を行うものとする

課　　題

　選定方法・組織等の協議が必要

三　好　町 三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
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-



【指名基準】 【指名基準】

(2)経営事項の審査の結果、算定された客観的事項による
点数､及び町の審査した主観的事項（町工事実績信用度
等）により決定する。

　指名審査会において指名する業者は、徳島県資格審査会
を受けて格付けされた等級を基準に、町の規定する格付区
分に属する業者の中から、考慮して指名の決定を行う。

具体的調整方針

　指名審査会において指名する業者は、徳島県資格審査会
を受けて格付けされた等級を基準に、町の規定する格付区
分に属する業者の中から、考慮して指名の決定を行う。

③業者の手持ち工事状況及び技術者数 ③業者の手持ち工事状況及び技術者数

⑤その他安全管理、労働福祉の状況等指名審査会が必要と
認める事項

⑤その他安全管理、労働福祉の状況等指名審査委員会が必
要と認める事項

④建設工事等の施工に際しての業者の不正・不誠実な行為
の有無

(1)指名審査委員会は、指名競争入札資格者名簿に登録し
た者の中から、次の事項を考慮して指名業者を決定するも
のとする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

①契約しようとする建設工事等の技術的適性及び工事経歴 ①契約しようとする建設工事等の技術的適性及び工事経歴

(3)コンサルティング業者についても､委託する業務の内容
により専門資格者の設置状況を考慮して指名の決定を行
う。

(2)別に定める三加茂町請負工事等入札指名資格者格付要
領及び三加茂町測量業務入札指名資格者格付要領により格
付が行われている建設業及び測量業については、三加茂町
請負工事等発注標準及び三加茂町測量業務発注標準に規定
する格付区分に属する業者の中から、前項に掲げる事項を
考慮して指名の決定を行うものとする。

(3)コンサルティング業者についても､委託する業務の内容
により専門資格者の設置状況を考慮して指名の決定を行
う。

課　　題

②契約しようとする建設工事等の実施場所及び地理的条件

④建設工事等の施工に際しての業者の不正・不誠実な行為
の有無

②契約しようとする建設工事等の実施場所及び地理的条件

(1)指名審査会は、指名競争入札資格者名簿に登録した者
の中から、次の事項を考慮して指名業者を決定するものと
する。

-
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【概要】 【概要】 要綱等の有無に差異

【指名停止基準】 【指名停止基準】 指名停止基準の統一

【指名停止の範囲等】 【指名停止の範囲等】

　建設業者等指名停止等措置要綱に基づき、三好町が発注
する建設工事の適正な執行を確保するため指名競争入札資
格業者に関し指名停止について、必要な措置を定める。

４．指名停止

　三加茂町が発注する建設工事の適正な執行を確保するた
め指名競争入札資格業者に関し指名停止について、必要な
措置を定める。

※徳島県建設業者等指名停止等措置要綱を準用

　贈賄その他の不正行為､談合､その他工事現場の重大な事
故及び不正行為については､下請負人にも適用する。

　建設業者等指名停止等措置要綱の
策定も含め、指名停止基準全般につ
いて、合併までに協議し、新町発足
時より統一施行する

課　　題 具体的調整方針

・施工状態又は現場監理が不良で監督員の指示に従わない
者3ヶ月以上1年以内

・工事現場の重大な事故を発生させた者3ヶ月以上1年以内

・正当な理由がなくて､工期内に工事を完成させなかった
者3ヶ月以上6ヶ月以内

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

　町長は、事業主（法人にあっては役員）又はその使用人
が、次の各号の1に該当すると認められた場合は、当該各
号に定める期間の範囲内において一定期間を定め、その期
間中当該業者の指名を停止するものとする。

(1)契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑
にし又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をし
た者

(2)競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公
正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために
連合した者

(3)落札者が契約を締結すること又は、契約を履行するこ
とを妨げた者

(4)契約の履行の確保の為、監督又は検査の実施に当り当
該職員の職務の遂行を妨げた者

(5)正当な理由がなくて契約を締結せず又は契約を履行し
なかった者

(6)前各号の1に該当する事実があった後2年を経過しない
者を契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人
として使用した者

(7)申請書及び添付書類に、故意に虚偽の事実を記載した
者

　贈賄その他の不正行為､談合､その他工事現場の重大な事
故及び不正行為については､下請負人にも適用する。

・正当な理由がなくて､工期内に工事を完成させなかった
者3ヶ月以上6ヶ月以内

・工事現場の重大な事故を発生させた者3ヶ月以上1年以内

・施工状態又は現場監理が不良で監督員の指示に従わない
者3ヶ月以上1年以内

４．指名停止
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【入札方法】 【入札方法】
　　・指名競争入札 　　・指名競争入札

【入札手順】 【入札手順】

・閲覧 ・閲覧

・入札の進行は、担当課長 ・入札の進行は担当課長

入札回数等に差異

・予定価格は秘扱い ・予定価格は秘扱い

【予定価格等の決定方法】 【予定価格等の決定方法】

【設計金額等の事前公表】 【設計金額等の事前公表】
・工事価格を公表

・事前公表は､閲覧場所において掲示する ・事前公表は､閲覧場所において掲示する

　工事価格は、新町においても、閲
覧期間に閲覧場所で公表するものと
する

・指名審査会で選定された業者に、現場説明会、閲覧日及
び入札の日時場所を通知

三 加 茂 町

・入札人中、町の予定価格以内であって、最低制限価格を
下らない最低価格の入札者を落札人とする

・予定価格は町長が決定し、町長印を押し、封筒に入れ封
印し、担当課で保管、入札当日会場で開封する

　最低制限価格の有無及びその額の
統一が必要

課　　題 具体的調整方針

　最低制限価格は設定するものと
し、その額については、新町発足後
調整する

　入札回数については、三加茂町の
例により、新町発足時より統一施行
する

・予定価格、最低制限価格設定あり

・代理者の場合は委任状を提出させる

　事務手順全般に差異は少ないが、
合併までに詳細について調整し、新
町発足時より統一施行する
　なお、一般競争入札の実施につい
ては、新町発足後、検討するものと
する

・入札回数は２回までとし、落札者が無い場合は、最低入
札者と協議し、落札者を決定する

・現場説明会は、指名業者を集め､工事等の担当課より説
明を行う

三　好　町

・予定価格は設定あり、最低制限価格は設定なし

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・現場説明会は、指名業者を集め､工事等の担当課より説
明を行う

・指名審査会で選定された業者に、現場説明会、閲覧日及
び入札の日時場所を通知

・代理者の場合は委任状を提出させる

５．入札事務　　

・入札書の提出は､札を封筒に入れ封印し、入札箱に業者
が投入

・入札書の提出は、札を封筒に入れ、指名業者が投入

５．入札事務　　

・入札は、積算期間を設け、指名業者を集め行う ・入札は積算期間を設け、指名業者を集め行う

・入札回数は３回までとし、落札者が無い場合は、即日、
指名業者を再選定し、再度入札を実施する

・設計等業務委託以外の入札に関する工事については、設
計金額を入札前に公表する

・予定価格は町長が決定し、町長印を押し、封筒に入れ封
印､担当課が保管し、入札当日会場で開封する

・入札人中、町の予定価格以内であって、最低価格の入札
者を落札人とする

-
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【指名事務】 【指名事務】
　総務及び担当課取扱事務 　会計課及び担当課取扱事務

　物品購入施行伺の決裁後、指名審査委員会を実施 　物品購入施行伺の決裁後、指名審査委員会を実施

【指名審査委員】 【指名審査委員】 組織構成に差異
　　・町長 　　　町長
　　・助役 　　　助役
　　・総務企画課長 　　　総務課長 【案】
　　・担当課長 　　　会計課長 　　　町長

　　　助役
　　　総務課長
　　　担当課長

【指名基準】 【指名基準】
　指名願提出業者から指名 　指名願提出業者から指名

【審査対象】 【審査対象】 実務は、ほぼ同一である
　物品購入毎に判断される、指名入札事案すべて 　原則として、購入金額が３０万円以上

【入札事務】 【入札事務】

入札回数に差異

・予定価格設定あり

・予定価格は秘扱い ・予定価格は秘扱い

　合併までに調整し、新町発足時よ
り次のとおり統一する

・指名審査委員会にて指名された業者に入札通知

・入札回数は２回までとし、落札者がない場合は再度入札

・必要に応じ委員長が関係職員を臨時委員に指名・必要に応じ委員長が関係職員を臨時委員に指名

・入札回数は３回までとし、落札者がいない場合は再度入
札

・指名審査委員会にて指名された業者に入札通知

・入札事案については、予定価格設定あり

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

６．物品(備品）購入・製造等の入札執行及び見積徴取 ６．物品(備品）購入・製造等の入札執行及び見積徴取

　事務手順については、入札回数等
も含め、合併までに調整し、新町発
足時より統一施行する

課　　題 具体的調整方針

　物品購入毎に、入札実施の有無に
ついて判断し、指名入札事案すべて
を審査するものとする
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【談合情報対応】 【談合情報対応】

一般原則 一般原則

【具体的な対応策】 【具体的な対応策】

※入札談合に関する情報に係る事務処理については毅然た
る態度で対応する。

三 加 茂 町

　入札無効とする旨の注意を喚起し入札提示された工事費
内訳書のチェックを行い談合の事実が認められる証拠を得
た場合は入札を無効

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○契約締結以後の場合

○入札執行前に談合情報を把握した場合
入札見合わせ(延期)→事情聴取・調査→〈結果〉
→①談合の事実が確認された場合→入札手続一時中止
→②談合の事実が確認されない場合→誓約書の提出及び工
事費内訳書の提示の要請

○入札執行後に談合の事実が認められた場合

　県作成の独占禁止法に係る談合情報対応マニュアルによ
る

７．談合対応７．談合対応

　県作成の独占禁止法に係る談合情報対応マニュアルによ
る

　情報の確認､調書の作成→報告→審査会召集及び審議→
処理の決定

　公正取引委員会へ通報→工事の一時中断→事情聴取→
〈結果〉
→①談合の事実が確認された場合→執行状況を考慮
→②談合の事実が確認されない場合→工事の続行

○契約締結以前の場合

※入札談合に関する情報に係る事務処理については毅然た
る態度で対応する。

三　好　町

　公正取引委員会へ通報→契約締結の保留→事情聴取→
〈結果〉
→①談合の事実が確認された場合→入札の無効
→②談合の事実が確認されない場合→落札者と契約

　公正取引委員会へ通報→工事の一時中断→事情聴取→
〈結果〉
→①談合の事実が確認された場合→執行状況を考慮
→②談合の事実が確認されない場合→工事の続行

　情報の確認､調書の作成→報告→審査会召集及び審議→
処理の決定

入札見合わせ(延期)→事情聴取・調査→〈結果〉
→①談合の事実が確認された場合→入札手続一時中止
→②談合の事実が確認されない場合→誓約書の提出及び工
事費内訳書の提示の要請

　入札無効とする旨の注意を喚起し入札提示された工事費
内訳書のチェックを行い談合の事実が認められる証拠を得
た場合は入札を無効

○契約締結以前の場合

○入札執行前に談合情報を把握した場合

○入札執行後に談合の事実が認められた場合

　公正取引委員会へ通報→契約締結の保留→事情聴取→
〈結果〉
→①談合の事実が確認された場合→入札の無効
→②談合の事実が確認されない場合→落札者と契約

○契約締結以後の場合

課　　題 具体的調整方針

　差異がないので、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
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公表関係の統一が必要

規定なし 規定なし

規定なし ◇入札及び契約過程・内容の公表

（公表の方法） （公表の方法）
　　・建通新聞に公表 　　・場所　　　建設課
　　・町議会に公表 　　・方法　　　閲覧

（公表する事項）

【契約事務】 【契約事務】
　対象工事担当課取扱事務 　対象工事担当課取扱事務

・開札後、落札決定者を口答にて発表する ・開札後、落札決定者を口答にて発表する

・入札日後７日以内に、落札業者と契約する ・入札日後７日以内に、落札業者と契約する

・契約書は２部（工事完成保証人があるときは３部）作成 ・契約書は２部（工事完成保証人があるときは３部）作成

【契約保証金】 【契約保証金】

免除 免除 　契約保証金の免除規定に若干の差
異

　公共工事に関する公表全般につい
ては、県等の指導を踏まえ、合併ま
でに細部調整し、新町発足時より統
一施行する

（２）入札結果の公表

（１）発注予定の公表

９．工事請負・業務委託契約の締結

　契約事務手順については、現行の
とおり新町に引き継ぎ、統一実施す
る

　規則の統一も含め、合併までに調
整し、新町発足時より統一施行する

（１）発注予定の公表

・予定価格250万円以上の工事に関する次の事項を公表し
ている。
　指名業者名、入札者名、入札金額、落札金額、契約業者
名､住所、工事の名称・場所､種別､概要、工事着手及び完
成の時期、契約金額

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・工事または製造の請負で予定価格が5千万円以上の場合
は、落札業者と仮契約の後、議会承認後、本契約する。

８．公共工事に関する公表 ８．公共工事に関する公表
三　好　町 三 加 茂 町

課　　題 具体的調整方針

（２）入札結果の公表

９．工事請負・業務委託契約の締結

・工事または製造の請負で予定価格が5千万円以上の場合
は、落札業者と仮契約の後、議会承認後、本契約する。
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（三好町財務規則抜粋） （契約規則抜粋）

【完成保証人】 【完成保証人】

【前払金】 【前払金】

前払基準及び額に差異 　前払金は、新町においても実施す
る。
　ただし、規則の統一も含め、その
基準及び額については、合併までに
調整し、新町発足時より統一施行す
る

①契約金額が1,000万円以上の工事請負に対して10分の3を
運用（約款：4/10以内）

②業務委託においては、10分の3以内の前払いをすること
が出来る

　入札事案の契約締結には必要としている　入札事案の契約締結には必要としている

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保
証保険契約を締結したとき

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な
担保が提供されたとき

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保
証保険契約を締結したとき

(3) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合におい
て、確実な担保を提供したとき

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代
金が即納されるとき

(5) 契約金額が20万円未満であり、かつ、契約者が契約を
確実に履行いないおそれがないとき

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する場合において、
その者が過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じ
くする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを
すべて誠実に履行しており、その者が契約を履行しないこ
ととなるおそれがないとき

課　　題 具体的調整方針

（ただし、公共工事の前払金保証事業に関する法律の規定
よる保証会社の保証がない場合前払金をしない）

２　契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約
保証金の全部又は一部の納付を免除することができる

第148号　契約担当者は、契約を締結したときは、直ちに
契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなけれ
ばならない

３　前2項の規定にかかわらず、契約者が次の各号の1に該
当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させない
ことができる。

第118条　予算執行者等は、契約を締結したときは、直ち
に契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を
納付させなければならない。

２　施行令第167条第1項の規定は、契約保証金について準
用する。

　契約金額が500万円以上の工事請負　契約金額の4/10以
内

　いずれも10万円単位とし端数切捨て、請求日から40日以
内に支払い

三 加 茂 町

(4) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者
が売払代金を即納するとき

(6）その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要性が
ないと認められるとき

(5) 随意契約を締結する場合において、その契約金額が小
額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行するとき

　いずれも10万円単位とし端数切捨て、請求日から14日以
内に支払う

(2) 契約者が政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項
の規定に基づき、町長が定める資格を有する者と契約を締
結する場合においてその者が過去2年間に国、県、町とそ
の種類規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結
し、これらをすべて誠実に履行しかつ、その者が当該契約
をすることが認められたとき

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町
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【部分払】 【部分払】
（三好町財務規則抜粋） （財務規則抜粋） 要調整

【随意契約の範囲】 【随意契約の範囲】

・財産の買入れ80万円以内 ・財産の買入れ80万円以内
・物件の借入れ40万円以内 ・物件の借入れ40万円以内
・財産の売払い30万円以内 ・財産の売払い30万円以内
・物件の貸付け30万円以内 ・物件の貸付け30万円以内
・上記以外　　50万円以内 ・上記以外　　50万円以内

　規則の統一も含め、合併までに調
整し、新町発足時より統一施行する

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一施行する

　この請求は工事期間中3回を超えることはできない

４　部分払金の支払は、当該請求のあった日から起算し
て、１４日以内に支払わなければならない

　施行令第167条の2第1項第1号の規定に基づき随意契約に
よることができる契約は、次に掲げる額以下の額の予定価
格の契約とする。

５　再度部分払請求に対する支払の額は、規定により算出
された額から、既に支払った合計額を差し引いた額とする

２　前項の請求をしようとするときは、工事部分払検査請
求書により請求しなければならない

３　町長は、前項の請求があったときは、遅滞なく確認を
行い、検査に合格したときは、工事部分払承認書により通
知しなければならない

　請負者は工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に
搬入済みの工事材料等に相応する請負代相当額の10分の9
以内の額について部分払いを請求することが出来る

三 加 茂 町

上記金額以上のものについては、指名競争入札による契約
としている。

・工事または製造の請負
　　　　　　 130万円以内

　随意契約については、なるべく2人以上の者から見積書
を徴集することを原則としている。

・工事または製造の請負
　　　　　　 130万円以内

上記金額以上のものについては、指名競争入札による契約
としている。

　随意契約については、2人以上の者（現状3人以上）から
見積書を徴集することを原則としている。

課　　題 具体的調整方針
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

　請負者は工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に
搬入済みの工事材料等に相応する請負代相当額の10分の9
以内の額について部分払いを請求することが出来る

　この請求は工事期間中3回を超えることはできない

　予算執行者等は、契約に基づく給付の既納部分又は既済
部分に対し、その完納又は完済前に代金の一部を支払う特
約があるときは、部分払をすることができる。

　施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額
は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ､当該各号に定め
る額とする
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【契約事務】 【契約事務】
　対象事業担当課取扱事務 　対象事業担当課取扱事務

　工事請負・業務委託契約の締結に準ずる 　工事請負・業務委託契約の締結に準ずる

・契約金額が10万円を超えない契約をするとき ・契約金額が30万円を超えない契約をするとき

　工事請負及び業務委託契約締結の
調整に準じ、新町発足時より統一施
行する

　三加茂町の例により、新町発足時
より統一施行する

契約書作成省略の基準に差異

課　　題 具体的調整方針

・物品を購入する場合、供給者が直ちにその全部を納入す
るとき

10．物品（備品）購入・製造請負契約の締結 10．物品（備品）購入・製造請負契約の締結

11契約書作成の省略

　物品についても契約書を作成する。しかし、契約事務規
則第４条に該当する場合は、契約書の作成を省略すること
ができる。

　物品についても契約書を作成する。しかし、直ちに現品
の検査ができるときは、契約書の作成を省略することがで
きる。

　上記により契約を省略する場合においても、契約の適正
な履行を確保するため必要があると認めるものについて
は、請書その他これに準ずる書面を徴する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　上記により契約を省略する場合においても、契約の適正
な履行を確保するため必要があると認めるものについて
は、請書その他これに準ずる書面を徴する。

・物品を購入する場合、供給者が直ちにその全部を　納入
するとき

・国及び他の地方公共団体その他の公共団体を契約の相手
方とするとき

・国及び他の地方公共団体その他の公共団体と物品を売買
するとき

11契約書作成の省略

三　好　町 三 加 茂 町
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【住宅団地名】 【住宅団地名】
　　　　　坪井谷下団地 　　　　　江口団地
　　　　　末広団地 1 　　　　　江口第二団地
　　　　　末広団地 2 　　　　　西庄団地 ①
　　　　　末広団地 3 　　　　　西庄団地 ②
　　　　　末広団地 4 　　　　　西庄第二団地
　　　　　末広団地 5 　　　　　加茂第一団地 ①
　　　　　行常団地 1 　　　　　加茂第一団地 ②
　　　　　行常団地 2 　　　　　加茂第二団地
　　　　　行常団地 3
　　　　　東山団地
　　　　　光北団地 1
　　　　　光北団地 2
　　　　　光北団地 3
　　　　　山田団地 1
　　　　　山田団地 2
　　　　　山田団地 3
　　　　　土取団地 1
　　　　　土取団地 2
　　　　　原団地 1
　　　　　原団地 2

【戸数】 【戸数】
１２６戸 １７７戸

【施設の状況】 【施設の状況】
別添資料のとおり 別添資料のとおり

１．公営住宅施設 １．公営住宅施設

２４－１７建設事業関係

三　好　町 三 加 茂 町

協　議　項　目 公営住宅関係

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
課　　題 具体的調整方針

調整方針（案）

・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
・公営住宅入居者選考は、公募により実施する
・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
・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

建設部会

　公営住宅施設については、現行の
とおり新町に引き継ぐ
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【目的】 【目的】
（修繕） （修繕）

（取り壊し） （取り壊し）

（模様替え・増築） （模様替え・増築）

【事業内容】 【事業内容】
①修繕工事 ①修繕工事

②取り壊し工事 ②取り壊し工事

③模様替え・増築等 ③模様替え・増築等

【共有部分の共同管理】 【共有部分の共同管理】

２．公営住宅管理 ２．公営住宅管理

　原状回復または撤去が容易な模様替え・増築に関しては
町長の承認を得ることにより許可する。

　町営住宅の老朽化に伴い、維持管理業務をおこない、安
全で衛生的な生活を送れるようにする。

　耐用年数を超えた住宅に対し、耐震改修が困難なものを
取り壊し、安全・衛生に努める。

　老朽化し、耐用年数を超えた町営住宅については、改修
が困難であり、入居者の退去後に取り壊しをおこなう。

　耐用年数を超えた住宅に対し、耐震改修が困難なものを
取り壊し、安全・衛生に努める。

　町営住宅の正常な状態を保つため、または入居者の保管
義務の中で、原状回復・撤去が容易なものについては、町
が許可した場合行うことができる。

三 加 茂 町

　住宅敷地内の街灯、駐輪場の照明、常夜灯の電気代の支
払、共用の水道の使用料等については、管理組合が共益費
として入居者より徴収し、一括して支払っている。

　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　ただし、入居者共有部分の管理に
ついては、団地間に不公平が生じな
いよう、新町発足後、調整するもの
とする

　共用施設の入居者共同管理につい
て、協議の必要がある

　町営住宅の正常な状態を保つため、または入居者の保管
義務の中で、原状回復・撤去が容易なものについては、町
が許可した場合行うことができる。

・修繕の中には、単純に老朽化したものの修理だけでな
く、退去等があった場合の室内の清掃、玄関鍵の交換、畳
の表替え等がある。これは修繕として処理し、町がその費
用を支払い、入居者に対して請求することとなるが、この
件については、入居時の契約書に記載している。

・構造上重要な箇所の修繕は、町にて負担する。その範囲
は給水・排水・電気・ｶﾞｽ・消化設備等である。

　原状回復または撤去が容易な模様替え・増築に関しては
町長の承認を得ることにより許可する。

　老朽化し、耐用年数を超えた町営住宅については、改修
が困難であり、入居者の退去後に取り壊しをおこなう。

・構造上重要な箇所の修繕は、町にて負担する。

・前年中に修繕した箇所の把握をして、予算を確保する。

・修繕の中には、単純に老朽化したものの修理等だけでな
く、たとえば新築した住宅であっても、退去等があった場
合、室内の清掃・玄関錠の交換・畳の表替え等は必要に応
じて行い、これは修繕として処理し、町と入居者で協議の
上その費用を支払う。

　５箇所ある団地の内、３箇所で振興協議会を作り、住宅
に付随する共同施設及び児童公園の清掃を行っている。

　また、上記施設の消耗品の交換、共用部分廊下通路等の
清掃、ゴミステーションの清掃等は常会による自主管理を
お願いしている

　他の２箇所については、共同施設はなく、地元振興協議
会に加入している。

　住宅敷地内の防犯灯、街灯の維持管理、及び集会所の電
気代、水道代、並びに施設・外部フェンス等の修繕は町負
担である。

　町営住宅の老朽化に伴い、維持管理業務をおこない、安
全で衛生的な生活を送れるようにする。

三　好　町
具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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【事務の概要】 【事務の概要】

【事務手順】 【事務手順】

・入居者に必要書類を送付 ・入居に必要な書類
　1　入居許可について 　１　請書
　2　請書 　２　誓約書
　3　入居心得
　4　連帯保証人調書（２名）
　5　敷金納付書 　４　敷金納付書

・必要書類の提出を受ける

・入居許可書等の送付
　　入居許可書・家賃納付書

＊入居者に渡す書類 ＊入居者に渡す書類
　請書・入居の心得・家賃納付書・連帯保証人調書2枚 　入居許可書・家賃納付書

＊連帯保証人必要書類

　公営住宅入居者に対し、入居・退居の条件を定めて適正
に管理をしていく。

　1　敷金を納付しているか確認する

　2　連帯保証人に保証能力があるか確認する

所得証明書・納税証明書印鑑登録証明

　入居者の公募から選考・決定または明渡し等の事務手続
きは条例により定められている。

三 加 茂 町
３．公営住宅入居者管理　

　公営住宅入居者に対し、入居・退居の条件を定めて適正
に管理をしていく。

３．公営住宅入居者管理　

課　　題 具体的調整方針

　入居者募集方法、入居条件等を統
一する必要がある

　入居者選考については、新町にお
いても公募により実施するものとす
る。
　ただし、入居条件、必要書類及び
入居者決定方法については、合併ま
でに調整し、新町発足時より統一施
行する

・町営住宅の入居者の募集は公募によるものとする（町内
回覧・町ホームページ）
・複数の場合抽選

・入居申込書で入居の資格等の審査をする

三　好　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・入居希望者は、「入居申請書」を提出・確認受理

・入居は、申請順に審査決定している。ただし、緊急を有
する場合は、この限りでない。

・抽選案内→抽選→入居決定

　３　所得証明
　　　　（連帯保証人）

・上書類を審査し、不備がない場合受理
　連帯保証人は２名必要で、１名は町内、１名は郡内在住
が条件

・敷金の納付を確認し次の書類を送付
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【概要】 【概要】

①入居者の家賃の算定 ①入居者の家賃の算定
②入居者からの家賃納入の管理 ②入居者からの家賃納入の管理
③家賃収入補助申請 ③家賃収入補助申請

【事務手順】 【事務手順】

①入居者の家賃算定 ①入居者の家賃算定 差異なし

・10月収入申告書に基づき、入居者の収入を認定する ・10月収入申告書に基づき、入居者の収入を認定する

②入居者からの家賃納入の管理 ②入居者からの家賃納入の管理

４．公営住宅収納管理

・収入申告書が提出されない入居者に対する収入調査（法
34条）

・収入申告書が提出されない入居者に対する収入調査（法
34条）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　公営住宅法により建設された公営住宅の家賃にかかる以
下の事務事業

・8月～9月　入居者より収入申告書を提出させる

　公営住宅法により建設された公営住宅の家賃にかかる以
下の事務事業

・8月～9月　入居者より収入申告書を提出させる

・自主納付は、年度当初入居者へ渡してある納付通知書で
役場出納室で納付

・口座引落しは、フロッピー作成後明細書といっしょに金
融機関へ送付

・フロッピー返却後パソコンにて一括消し込み、自主納付
の分は出納室にある領収済通知書で同じようにパソコンで
消し込みをする

・未納先に対して督促通知（3ヵ月滞納したら催告文書を出
す）

・毎月、口座引落し　金融機関または役場出納室への自主
納付を原則として納入

・毎月、口座引落し　金融機関または役場出納室への自主
納付を原則として納入

三　好　町
４．公営住宅収納管理

　現行のとおり新町に引き継ぎ、統
一実施する

・口座引落しは毎月20日（阿波銀行のみ）

・自主納付は、納付書を入居者宛送付（3月25日頃）

・領収済通知書により、収納台帳に消し込み

・未納先に対して督促通知

　現行のとおり新町に引き継ぎ、平
成１８年度より統一管理する。
　ただし、事務手順については、電
算システム統合作業との調整を図り
ながら、合併までに調整し、新町発
足時より統一施行する。

課　　題 具体的調整方針
三 加 茂 町
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【家賃の決定】 【家賃の決定】

【家賃の減免・徴収猶予】 【家賃の減免・徴収猶予】

【家賃の現状】 【家賃の現状】
　（平成１６年４月現在） 　（平成１６年４月現在）
　　　○最低家賃世帯（月額） 　　　○最低家賃世帯（月額）
                　　　　　1,100円              　　　　　   4,900円

　　　○最高家賃世帯（月額） 　　　○最高家賃世帯（月額）
             　　　　　  41,600円             　　　　　   32,300円

５．家賃

　町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合におい
ては、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

　町営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法に基づき、近傍同
種の住宅家賃以下で政令第２条に規定する方法により、入
居者の収入申告をもって決定する。
　ただし、収入申告のない場合は、近傍同種の住宅の家賃
とする。

④その他前３号に準ずる特別の事情があるとき

　町営住宅の毎月の家賃は、公営住宅法に基づき、近傍同
種の住宅家賃以下で政令第２条に規定する方法により、入
居者の収入申告をもって決定する。
　ただし、収入申告のない場合は、近傍同種の住宅の家賃
とする。

①入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき

②入居者又は同居者が病気にかかったとき

④その他前３号に準ずる特別の事情があるとき

③入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき

②入居者又は同居者が病気にかかったとき

③入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき

三　好　町 三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針

　家賃については、公営住宅法に基
づき決定され、２町の算定基準に差
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

５．家賃

　町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合におい
ては、当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

①入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき
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【目的】 【目的】

【事業内容】 【事業内容】

【事業手順】 【事業手順】
①建替え用地の選定 ①建替え用地の選定
　住宅建替え用地を選定 　住宅建替え用地を選定
②用地買収 ②用地買収
　確定した建替え用地の所有者より用地を買収する 　確定した建替え用地の所有者より用地を買収する
③基本設計・実施設計 ③基本設計・実施設計
　特定工事〈測量試験等〉事業であり、国庫補助1/2 　特定工事〈測量試験等〉事業であり、国庫補助1/2
④敷地造成等 ④敷地造成等
　敷地造成工事を行う 　敷地造成工事を行う
⑤町営住宅の建設 ⑤町営住宅の建設
　住宅本体の建設 　住宅本体の建設

【実績】 【実績】
　ここ20数年建築実績なし

【目的】
未実施 施設の有無に差異 　現行のとおり新町に引き継ぐ

【事業の概要】
　小集落改良住宅の概要

・鉄筋コンクリート2階
・一戸当り平均床面積
　　　　　　　　　　　　　　　49.61㎡

７．小集落改良住宅事業 ７．小集落改良住宅事業

　平成5年度建設以降実績なし

　既存町営住宅の老朽化に伴い、耐用年数を経過した住宅
に対しては、耐震改修も困難であり、建替えを進める

　建設等補助にて国庫補助
　　　　　　　　　1/2

　建設等補助にて国庫補助
　　　　　　　　　1/2

　健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備　し、住
宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸
し、生活の安定と社会福祉に寄与すること。

　　　　46年建設　　4戸　　　家賃2000円 
　　　　47年建設 　10戸　　　家賃2000円 

　不良住宅が密集する地区の改良事業に関し､環境への整備
改善を図り、健康で文化的な生活の促進を目的とする。

三　好　町 三 加 茂 町
６．公営住宅建設事業 ６．公営住宅建設事業

　既存町営住宅の老朽化に伴い、耐用年数を経過した住宅
に対しては、耐震改修も困難であり、建替えを進める

　健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備　し、住
宅に困窮する低所得者に対し、低廉な家賃で住宅を賃貸
し、生活の安定と社会福祉に寄与すること。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町発足後、必要に応じて検討する

課　　題 具体的調整方針
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現在

1 坪 井 谷 下 2 2 2 0 S 28 ２ＤＫ 木造平屋建 34.71

2 末 広 1 5 5 4 1 S 30 ２Ｋ 木造平屋建 28.10

3 末 広 2 4 4 4 0 S 32 ３Ｋ 木造平屋建 35.95

4 末 広 3 0 0 0 0 S 32 ２Ｋ 木造平屋建 28.10

5 末 広 4 1 3 3 0 S 45 ２ＤＫ 簡易耐火平屋建 33.10

6 末 広 5 2 6 6 0 S 54 ３ＤＫ 簡易耐火２階建 63.75

7 行 常 1 1 1 1 0 S 32 ２Ｋ 木造平屋建 28.10

8 行 常 2 1 4 3 1 S 45 ２ＤＫ 簡易耐火平屋建 33.10

9 行 常 3 1 12 12 0 H 5 ３ＬＤＫ 中層耐火３階建 81.72

10 東 山 3 5 2 3 S 32 ２Ｋ 木造平屋建 28.10

11 光 北 1 2 8 8 0 S 43 ２ＤＫ 簡易耐火平屋建 31.80

12 光 北 2 3 10 9 1 S 44 ２ＤＫ 簡易耐火平屋建 31.80

13 光 北 3 1 3 3 0 S 45 ２ＤＫ 簡易耐火平屋建 33.10

14 山 田 1 2 10 10 0 S 49 ３ＤＫ 簡易耐火平屋建 41.12

15 山 田 2 1 4 4 0 S 50 ３ＤＫ 簡易耐火平屋建 43.29

16 山 田 3 1 9 9 0 S 58 ３ＤＫ 中層耐火３階建 70.85

17 土 取 1 2 10 10 0 S 51 ３ＤＫ 簡易耐火２階建 54.18

18 土 取 2 5 20 20 0 S 51 ３ＤＫ 簡易耐火２階建 56.12

19 原 1 2 5 4 1 S 54 ３ＤＫ 簡易耐火２階建 68.25

20 原 2 2 5 4 1 S 55 ３ＤＫ 簡易耐火２階建 68.25

0

0

計 41 126 118 8

1 原小集落1 2 4 4 0 S 46 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ２階 49.61

2 原小集落2 5 10 10 0 S 47 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ２階 49.61

3 0

4 0

5 0

6 0

計 7 14 14 0

合　計 48 140 132 8

1 増 川 1 2 0 2 S 44 ２ＤＫ 簡易耐火平屋建 31.80

2

計 1 2 0 2

一戸当たり
の平均床面

積

町　営　住　宅　管　理　の　現　状

番号 団地名
団地
戸数

入居
戸数

空家
戸数

完成

三　好　町 平成16年4月1日

【小集落改良住宅】

【用途廃止住宅】

【公営住宅】

棟数
年度

構　　造タイプ

- 321 -



現在

1 江 口 団 地 6 20 20 0 ｓ４３．４４． 旧２種（２） 簡準平２
３２㎡１６戸
３６㎡  ４戸

2 江口第二団地 3 10 10 0 ｓ５３～５４ 旧１種（１） 簡準平３ ６４㎡

3 西庄団地① 12 56 56 0 ｓ４５～５１
旧１種（１）　５
１，　　　　　旧２
種（２）５

簡準平２

３７㎡１６戸
４１㎡  ９戸
３８㎡  ５戸
６２㎡１６戸

4 西庄団地② 3 10 10 0 旧２種（２） 簡準平３ ６２㎡

5 西庄第二団地 3 10 10 0 旧１種（１） 簡準平３ ６４㎡

6 加茂第一団地① 10 31 29 2 旧１種（１） 簡準平２
３８㎡１６戸
４４㎡１５戸

7 加茂第一団地② 4 16 16 0 ｓ５２ 旧２種（２） 簡準平３ ５６㎡

8 加茂第二団地 7 24 23 1 旧１種（１）
簡準平２
簡準平３

６０㎡　６戸
４８㎡１８戸

0

0

計 48 177 174 3

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

計 0 0 0 0

合　計 48 177 174 3

1

2

計 0 0 0 0

ｓ４９～５０

ｓ５０．５２

【小集落改良住宅】

【用途廃止住宅】

ｓ５５

ｓ５４

三　加　茂　町

一戸当たりの平均
床面積

【公営住宅】

年度
構　　造タイプ棟数

町　営　住　宅　管　理　の　現　状

番号 団地名
団地
戸数

入居
戸数

空家
戸数

完成

平成16年4月1日
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【目的】 【目的】

【事業の概要】 【事業の概要】

【委託業者】 【委託業者】
　毎年入札により測量業者を決定している 　毎年入札により測量業者を決定している

（平成１５年度） （平成１５年度）
徳島市東吉野町2丁目24‐6 徳島市東吉野町2丁目24‐6
　　　　松本測量設計株式会社 　　　　松本測量設計株式会社
　　　　　　　　代表取締役　松本祐一 　　　　　　　　代表取締役　松本祐一

三 加 茂 町三　好　町
１．地籍調査業務 １．地籍調査業務

２４－１７建設事業関係

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・現行のとおり新町に引き継ぎ事業実施し、新町発足後、全町的な事業進捗状況を見極めたうえ調整する

建設部会

協　議　項　目 地籍調査事業関係

課　　題 具体的調整方針

　事業全般の取扱いの協議が必要 　現行のとおり新町に引き継ぎ事業
実施し、新町発足後、状況に合わせ
て調整する

　地籍調査とは、毎筆の土地について、その所有者、地
番、及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行
い、その結果を地図及び簿冊に作成する事業で、その成果
を法務局へ送付する。

　法務局に備え付けの公図及び登記簿は、明治時代に作成
されたもので、公図は現地と合わず、また縮尺もない。登
記簿は、税金を徴収するために作成され、登記簿の面積と
実測面積とが合わない。
　地籍調査事業は国土調査法及び国土調査促進特別措置法
に基づいて実施され、地籍調査の成果は、各種公共事業の
円滑な実施、土地所有者の保護、有効な土地利用権の設
置、公平な土地課税等土地に関する各種の施策の基礎とし
て活用されている貴重な社会資本である。
　また、この成果は、地球上の経緯度による公共座標値で
土地の各筆の平面位置を表示しており、何百年という超長
期にわたる利用に耐えるとともに、現地復元能力を有して
いることが他の測量成果と違って特筆される。
　地籍調査は、多くの工程を経て最終成果を得られるが、
なかでも一筆地調査は、この工程のなかで全体の成否を左
右するほど重要な調査である。それだけに、この調査実施
にあたっては、この重要性を十分認識して行う必要があ
る。

　法務局に備え付けの公図及び登記簿は、明治時代に作成
されたもので、公図は現地と合わず、また縮尺もない。登
記簿は、税金を徴収するために作成され、登記簿の面積と
実測面積とが合わない。
　地籍調査事業は国土調査法及び国土調査促進特別措置法
に基づいて実施され、地籍調査の成果は、各種公共事業の
円滑な実施、土地所有者の保護、有効な土地利用権の設
置、公平な土地課税等土地に関する各種の施策の基礎とし
て活用されている貴重な社会資本である。
また、この成果は、地球上の経緯度による公共座標値で土
地の各筆の平面位置を表示しており、何百年という超長期
にわたる利用に耐えるとともに、現地復元能力を有してい
ることが他の測量成果と違って特筆される。
　地籍調査は、多くの工程を経て最終成果を得られるが、
なかでも一筆地調査は、この工程のなかで全体の成否を左
右するほど重要な調査である。それだけに、この調査実施
にあたっては、この重要性を十分認識して行う必要があ
る。

　本事業は国土調査法、第一章 目的及び定義（目的）第一
条この法律は、国土の開発及び保全並びにその利用の高度
化に資するとともに、あわせて地籍の明確化を図るため、
国土の実態を科学的且つ総合的に調査することを目的とす
る。

-
 
3
2
3
 
-



【事務手順】 【事務手順】
①法務局の要約書パソコン入力(調査票の作成） ①法務局の要約書パソコン入力

②法務局の公図の拡大（調査素図の作成） ②法務局の公図の拡大

③土地所有者地区説明会 ③土地所有者地区説明会

④測量業務委託契約(入札) ④測量業務委託契約(入札)

⑤土地所有者現地調査（一筆地調査） ⑤土地所有者現地調査（一筆地調査）

【その他】 【その他】

①前年度事業の面積測定（Ｇ工程） ①前年度事業の面積測定（Ｇ工程）

④閲覧・誤り訂正 ④閲覧誤り訂正

⑤原図作成（Ｈ工程） ⑤原図作成（Ｈ工程）

【現状地籍成果物】 【現状地籍成果物】
　　地籍図原図　　　　　　２９４枚 　　地籍図原図　　　　　　７１０枚
　　地籍図根三角点網図　　　１２枚 　　地籍図根三角点網図　　　１１枚
　　地籍図根多角点網図　　　１３枚 　　地籍図根多角点網図　　　１３枚
　　地籍調査素図（Ｈ３～Ｈ１５年度） 　　地籍調査素図（Ｈ９～Ｈ１５）　　　２２１枚
　　地籍調査図　（Ｈ３～Ｈ１５年度） 　　地籍調査図　（Ｈ９～Ｈ１５）　　　２２３枚
　　地籍図根三角点成果簿　　１２冊 　　地籍図根三角点成果簿　　１１冊
　　地籍図根多角点成果簿　　１３冊 　　地籍図根多角点成果簿　　１３冊
　　面積測定成果簿　　　　　１３冊 　　面積測定成果簿　　　　　１０冊

⑥測量業者による現地測量（Ｃ，Ｄ，Ｆ1，工程）

⑦測量現地検査（県検査・町検査）

　地籍調査事業は2年間で1箇所の事業が完了する。但し、
国土交通省の認証、法務局への送付までの完了には3年かか
る。

②前年度事業の原図作成（Ｆ2工程）

三　好　町
具体的調整方針

三 加 茂 町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

⑥測量業者による現地測量（Ｃ，Ｄ，Ｆ1，工程）

⑦測量現地検査（県検査・町検査）

　地籍調査事業は2年間で1箇所の事業が完了する。但し、
国土交通省の認証、法務局への送付までの完了には3年かか
る。

②前年度事業の原図作成（Ｆ2工程）

-
 
3
2
4
 
-



【概要】 【概要】 差異なし 現行のとおり新町に引き継ぐ

【内容】 【内容】

③調査前帳票
　調査前地籍データの各種帳票出力を行う

２．地籍調査管理システム２．地籍調査管理システム

④宛名印刷
　地元説明会のための宛名印刷を行う

⑤地元説明会
　地元説明会を行うための案内・受付票や説明会資料など
の資料を出力することが可能

⑥一筆地調査
　一筆地調査を行うための、各種案内資料・準備資料を出
力することが可能

①土地データ入力
　調査前・後の地籍データの新規登録・修正・削除を行う

⑦調査後帳票
　調査後の地籍データの整理を行いやすくするための各種
帳票を出力することが可能

⑩認証事務
　県の認証を受けるための資料。不遜在地のための資料を
作成・出力することが可能

課　　題 具体的調整方針

(1)［地籍調査支援システム］ 

⑧地籍簿等
　地籍簿や関連資料の出力が可能

⑨閲覧事務
　閲覧を行うための、資料を出力することが可能

⑧地籍簿等
　地籍簿や関連資料の出力が可能

⑨閲覧事務
　閲覧を行うための、資料を出力することが可能

⑦調査後帳票
　調査後の地籍データの整理を行いやすくするための各種
帳票を出力することが可能

　地籍調査作業規定準則及び運用基準に定められた地籍調
査準備工程から一筆地調査及び閲覧・工程管理・認証事務
手続きの作業及び事務書類の作成システム。

②算定簿算出
　調査前データを元にした面積の集計・出力を行う

①土地データ入力
　調査前・後の地籍データの新規登録・修正・削除を行う

②算定簿算出
　調査前データを元にした面積の集計・出力を行う

(1)［地籍調査支援システム］ 
　地籍調査作業規定準則及び運用基準に定められた地籍調
査準備工程から一筆地調査及び閲覧・工程管理・認証事務
手続きの作業及び事務書類の作成システム。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　好　町 三 加 茂 町

③調査前帳票
　調査前地籍データの各種帳票出力を行う

④宛名印刷
　地元説明会のための宛名印刷を行う

⑩認証事務
　県の認証を受けるための資料。不遜在地のための資料を
作成・出力することが可能

⑤地元説明会
　地元説明会を行うための案内・受付票や説明会資料など
の資料を出力することが可能

⑥一筆地調査
　一筆地調査を行うための、各種案内資料・準備資料を出
力することが可能

-
 
3
2
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-



【内容】 【内容】

【目的】
・地籍調査成果の情報提供
・地籍調査成果の維持管理

【概要】

地籍情報管理システムを利用

　税務課で法務局送付分を情報提供（筆界や基準点の座
標）している。

　現行のとおり新町に引き継ぎ、法
務局のシステム化の状況に合わせ、
新町発足後調整する

　データ活用システムの導入状況に
差異

　現在、データのデジタル化ができていないため、調査結
果の情報提供に有効活用できていない

３．地籍データ管理活用

　分筆、合筆、地図訂正等が行え、地積測量図・土地所在
図・地図訂正図等の作成が可能。図根点・筆界点・地番・
台帳地目・現況地目・台帳地積・現況地積・所有者名等の
異動更新・追加・削除・検索・印刷が可能。各種図面作成
機能において、地番位置・点名位置等属性情報の作画位置
編集機能、分合筆等による各種交点計算・面積指定分割計
算・ＳＴ計算等の測量計算機能及び座標値追加機能を有
し、図形修正や図形の新規作成が可能。国土庁形式・ＳＩ
ＭＡ形式等のファイル形式により情報の入出力が可能。法
務省形式については、必要時点で対処するものとする。地
目別等による着色図の作成が可能。地籍図の再生及び番号
図の再生及び修正が可能

地籍図情報と地籍簿情報及び図根点等の管理システム。一
筆地調査事務支援システムと連携し、操作は全システムに
おいて、マウスを使用した操作等が簡単な地籍情報の管理
システム。

　一筆図形・地籍図・地籍集成図等の表示及び図面作成が
可能。また表示及び図面作成においては、図根点・筆界
点・地番・台帳地目・現況地目・台帳地積・現況地積・所
有者名等の情報が自由に選択及び組合せが可能。地図情報
の表示は、複数の年度・大字・小字及び地番指定・氏名指
定等で可能

３．地籍データ管理活用

(2)［地籍情報管理システム］

　分筆、合筆、地図訂正等が行え、地積測量図・土地所在
図・地図訂正図等の作成が可能。図根点・筆界点・地番・
台帳地目・現況地目・台帳地積・現況地積・所有者名等の
異動更新・追加・削除・検索・印刷が可能。各種図面作成
機能において、地番位置・点名位置等属性情報の作画位置
編集機能、分合筆等による各種交点計算・面積指定分割計
算・ＳＴ計算等の測量計算機能及び座標値追加機能を有
し、図形修正や図形の新規作成が可能。国土庁形式・ＳＩ
ＭＡ形式等のファイル形式により情報の入出力が可能。法
務省形式については、必要時点で対処するものとする。地
目別等による着色図の作成が可能。地籍図の再生及び番号
図の再生及び修正が可能

(2)［地籍情報管理システム］
地籍図情報と地籍簿情報及び図根点等の管理システム。一
筆地調査事務支援システムと連携し、操作は全システムに
おいて、マウスを使用した操作等が簡単な地籍情報の管理
システム。

　一筆図形・地籍図・地籍集成図等の表示及び図面作成が
可能。また表示及び図面作成においては、図根点・筆界
点・地番・台帳地目・現況地目・台帳地積・現況地積・所
有者名等の情報が自由に選択及び組合せが可能。地図情報
の表示は、複数の年度・大字・小字及び地番指定・氏名指
定等で可能

課　　題 具体的調整方針
三　好　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
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 日程１１            協議第１２１号 
     

 

農林水産事業関係（案）について 
 
 
各種事務事業の取扱いのうち、農林水産事業関係について提出する。 

 
 
平成１７年 ２月１０日 提出 

 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 

農林水産事業関係について 

 
（１）国又は県の補助事業及び継続事業については、現行のとおり新町に引き

継ぐ。 
（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。 
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1 1

【目的】 【目的】

【事業概要】 【事業概要】
①経営対策体制整備促進 ①経営対策体制整備促進

(1)認定農業者の育成指導 (1)認定農業者の育成指導

(2)基本構想実践推進会議の開催 (2)基本構想実践推進会議の開催

(3)調査員による個別訪問 (3)調査員による個別訪問
④農地利用集積実践事業 ④農地利用集積実践事業

(2)集積促進員による個別訪問 (2)集積促進員による個別訪問

(2)農地情報管理システムによる管理

（認定農業者数 13名　）

(2)経営生産対策推進会議の開催

②農業経営基盤強化促進対策事業

(1)農地の出し手、受け手の意向調査等

(2)農地情報管理システムによる管理

(1)農地の利用権設定等による農地の集積

２４－１８　　農林水産事業関係

三　好　町

③農地流動化地域総合推進事業

調整方針（案）

１　国・県補助事業

　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。

産業経済部会

課　　題

２町に差異なし。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目

農業経営基盤強化促進法関係事業

具体的調整方針三 加 茂 町

現行のとおり新町に引き継ぐ。
農業経営基盤強化促進法関係事業

・関係機関,団体及び農業者を含む地域の関係者間
の連携・調整を行い,地域農業マスタープランの振
興管理及び総合的な評価を行う。

・関係機関,団体及び農業者を含む地域の関係者間
の連携・調整を行い,地域農業マスタープランの振
興管理及び総合的な評価を行う。

・集積促進員の戸別訪問や、認定農業者や地域農業
団体への利用権設定等による農地の利用集積を図
る。

②農業経営基盤強化促進対策事業

(2)経営生産対策推進会議の開催

(1)地域農業マスタープランの目標設定及び推進の
検討

・認定農業者に対して経営情報等を提供し、経営改
善指導を行う。また認定農業者を増やすため農業者
に対して説明会を開催する。

・農地の出し手、受け手の意向調査を行い,農地に
対する情報を把握する。また関係機関で構成するプ
ロジェクトチームにより,調査・分析を行う。

(1)農地の利用権設定等による農地の集積

(1)地域農業マスタープランの目標設定及び推進の
検討

③農地流動化地域総合推進事業

・認定農業者制度を広く周知し,認定農業者等の行
う経営改善に向けた取り組みに対し,経営相談・経
営研修・経営情報の提供活動の支援活動を実施す
る。

・農地の出し手、受け手の意向調査を行い,農地に
対する情報を把握する。また関係機関で構成するプ
ロジェクトチームにより,調査・分析を行う。

・集積促進員の戸別訪問や、認定農業者や地域農業
団体への利用権設定等による農地の利用集積を図
る。

（認定農業者数6名法人1名　　計 7名）

(1)農地の出し手、受け手の意向調査等

-
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【負担割合】 【負担割合】
①経営対策体制整備促進事業 ①農業経営基盤強化促進
事業費420千円(県1/2・町1/2) 事業費300千円(県1/2・町1/2)
②農地流動化地域総合推 ②農地流動化地域総合推
事業費426千円(県1/2・町1/2) 事業費324千円(県1/2・町1/2)

【名称】 【名称】
経営生産対策推進会議 経営生産対策推進会議
地域農業マスタープラン樹立 地域農業マスタープラン樹立

【内容等】 【内容等】

【その他】 【その他】

②三加茂町農業経営改善支援センター構成員
　①と同じ
③農業経営改善支援活動支援相談チーム構成員
　①と同じ

・効率的且つ安定的な農業経営の基本指標及び育成
確保の方針

・経営、生産対策として必要な各種事業の導入方針

①経営生産対策推進会議構成員
池田農林事務所農業振興課長
池田農業改良普及センター
三好町農業委員会会長
ＪＡ阿波みよし指導販売部長

・多様な担い手の育成、確保方針
・新規就農対策推進方針
・多様な担い手の育成、確保方針

総合的な農業行政の策定及び進行管理

三加茂町長

・担い手への農用地利用集積方針

徳島県池田農林事務所長

産業県建設副委員長
農業委員会会長

三 加 茂 町

総合的な農業行政の策定及び進行管理

・効率的且つ安定的な農業経営の基本指標及び育成
確保の方針

三　好　町

ＪＡ阿波みよし指導販売部長

・担い手への農用地利用集積方針

具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・経営、生産の総合的な振興に関する基本方針

三好町産業経済課担当者

①経営生産対策推進会議構成員

三好町農業委員会会長

②農業経営改善支援活動支援相談チーム構成員

池田農林事務所農業振興課長
池田農業改良普及センター

　報酬　　なし

産業県建設経済委員長

　構成員23名　（農業委員）

ＪＡ阿波みよし理事
徳島西部共済組合理事
ＪＡ阿波みよし三庄支所長
ＪＡ阿波みよし加茂支所長
三好南岸土地改良区理事長
報酬なし

　報酬　　なし

③農地集積促進員

・経営、生産の総合的な振興に関する基本方針

ＪＡ阿波みよし代表理事

・新規就農対策推進方針

・経営、生産対策として必要な各種事業の導入方針

徳島県池田改良普及センター所長
三好町産業経済課長

-
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2 認定農業者育成事業 2 認定農業者育成事業
【目的】 【目的】

【概要】 【概要】
認定農業者数 ７（個人６法人１） 認定農業者数 １３
【支援策】 【支援策】
・資金の融資 ・資金の融資
・税制の特例 ・税制の特例
・経営に関する相談,助言,研修
・農地の利用集積 ・農地の利用集積
・補助事業の採択 ・補助事業の採択

【認定審査会構成員】 【認定審査会構成員】

3 水田農業構造改革事業 3 水田農業構造改革事業
【名称】 【名称】

【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】

【財源】 【財源】

一律助成　３千円/１０ａ 一律助成　１０千円/１０ａ
追加助成　１０千円/１０ａ

・経営に関する相談,助言,研修

三　好　町

地域の特色ある水田農業の展開を図りながら、米の
生産調整を的確に実施し、需要に応じた作物生産と
良好な水田環境の保全を図る

三加茂町構造政策推進会議会長、三加茂町農業委員
会長、県、町、ＪＡ阿波みよし

高度な技術と優れた経営感覚を有する担い手農家を
育成し,経営規模の維持拡大や法人化を含めた経営
管理の合理化など経営改善への取り組みを進め、効
率的かつ安定的な農業経営を育成する。

高度な技術と優れた経営感覚を有する担い手農家を
育成し,経営規模の維持拡大や法人化を含めた経営
管理の合理化など経営改善への取り組みを進め、効
率的かつ安定的な農業経営を育成する。

 水田農業構造改革交付金（産地づくり対策）

地域の特色ある水田農業の展開を図りながら、米の
生産調整を的確に実施し、需要に応じた作物生産と
良好な水田環境の保全を図る

 水田農業構造改革交付金（産地づくり対策）

農業振興課・池田農業改良普及センター・ＪＡ阿波
みよし農業協同組合・三好町農業委員会・三好町役
場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

合併までに協議、調整する。助成金に差異がある。

産地づくり交付金及び特別調整促進加算の交付金を
活用して、産地育成の推進を支援する。地域協議会
が指定した作物を作付けした場合作付け面積に応じ
て作付けを行った農業者に対して定額助成を行う。

・徳島県水田農業推進協議会からの助成金
￥450,000円

・徳島県水田農業推進協議会からの助成金
￥1,076,000円

産地づくり交付金及び特別調整促進加算の交付金を
活用して、産地育成の推進を支援する。地域協議会
が指定した作物を作付けした場合作付け面積に応じ
て作付けを行った農業者に対して定額助成を行う。

具体的調整方針

新町発足後、新しい基本構想の公
告が出来るまでの間に認定申請が
行われる場合や再認定の時期が訪
れる認定農業者への対応。

課　　題

合併までに基本構想の素案を作成
し、新町発足後速やかに対応す
る。

三 加 茂 町

Ｈ１６からの新規事業。

-
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【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】

【財源】 【財源】

【名称】 【名称】

【目的】 【目的】

【内容等】 【内容等】

【組織】 【組織】
　任期の定めなし 　任期は１年(再任可）
　構成員（全２４名） 　構成員（全２５名）
・三好町役場 ・三加茂町長
・三好町議会

・ＪＡ阿波みよし町内理事
・三加茂町農業委員会

3-2 特別調整促進加算助成事業

・三加茂町議会
・徳島県西部農業共済組合

・ＪＡ阿波みよし営農販売部長

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題三　好　町

・ＪＡ阿波みよし三庄支所長

・米取扱業者

・地区農家代表(指導農業士）

・ＪＡ阿波みよし代表理事長

・たばこ耕作連絡協議会
・昼間、足代土地改良区
・高松食糧事務所西部支所

・阿波みよし農業協同組合

指定作物を作付けした場合作付け面積に応じて作付
け農業者に定額助成を行う

徳島県水田農業推進協議会からの助成金
￥900,000円

三 加 茂 町

・三好町酪農組合

 三加茂町地域水田農業推進協議会

3-2 特別調整促進加算助成事業

(1)水田における土地利用型農業の活性化のため基
本的な考え方を示し、作付け作物の団地化、担い手
への土地利用集積、各地域における推進体制の構築
等により組織の育成・強化に取り組む

水田農業振興計画の策定、農業などに対するガイド
ラインの配分、とも補償の単価などの設定とも補償
の拠出金徴収を推進し、水田の活性化とともに今後
の農業振興に寄与する。

水田農業振興計画の策定、農業などに対するガイド
ラインの配分、とも補償の単価などの設定とも補償
の拠出金徴収を推進し、水田の活性化とともに今後
の農業振興に寄与する。

三好町水田農業振興計画の策定及び振興管理

現行のとおり新町に引き継ぐ。助成金に差異がある。

三好町地域水田農業推進協議会

水田を利用した作物の新たな産地づくりを推進する

組織の統合について。

水田を利用した作物の新たな産地づくりを推進する

指定作物を作付けした場合作付け面積に応じて作付
け農業者に定額助成を行う

徳島県水田農業推進協議会からの助成金
￥400,000円

(2)水田の現状を見定め、5年後の目標及び目標に向
けての具体的取り組みの策定

3-3　水田農業推進団体3-3　水田農業推進団体
合併後速やかに組織統合に努め
る。

(1)水田における土地利用型農業の活性化のため基
本的な考え方を示し、作付け作物の団地化、担い手
への土地利用集積、各地域における推進体制の構築
等により組織の育成・強化に取り組む

(2)水田の現状を見定め、5年後の目標及び目標に向
けての具体的取り組みの策定

・中核農家

・徳島県西部農業共済組合
・池田農林農業振興課
・池田農業改良普及センター
・三好町農業委員会

・ＪＡ阿波みよし加茂支所長

三加茂町水田農業振興計画の策定及び振興管理

・三好南岸土地改良区
・三加茂町酪農組合長
・池田農林事務所長
・池田農業改良普及センター
・高松食糧事務所西部支所

-
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4 4
【目的】 【目的】

【対象地域】 【対象地域】
・一般急傾斜地　　10集落 ・一般急傾斜地　　13集落

・一般暖傾斜地　　１集
【集落協定】 【集落協定】
・締結集落　　10集落 ・締結集落　　14集落

【交付金額】 【交付金額】
・地目：田 ・地目：田
急傾斜地：21,000円/10a 急傾斜地：21,000円/10a
暖傾斜地： 8,000円/10a 暖傾斜地： 8,000円/10a
・地目：畑、樹園地 ・地目：畑、樹園地
急傾斜地：11,500円/10a 急傾斜地：11,500円/10a
暖傾斜地： 3,500円/10a 暖傾斜地： 3,500円/10a

【事業年度】 【事業年度】
Ｈ12年度～Ｈ16年度（5年間） Ｈ12年度～Ｈ16年度（5年間）
Ｈ17年度以降継続実施予定
【事務手順】 【事務手順】

【支出負担】 【支出負担】

中山間地域等直接支払事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

２町に差異なし。

  9,338,696円(775,014㎡)

②集落が、基本方針に基づき集落協定を締結し、町
の認定を受ける

・平成１５年度　集落合計
 12,387,647円(1,172,909㎡)

現行のとおり新町に引き継ぐ。

・対象地域：国1/2　県1/4　町1/4

中山間地域等では過疎化・高齢化の進行や生産条件
の不利性等から後継者の減少、耕作放棄地の増加等
により土地が荒廃し多面的機能が低下している。
このため、生産条件の不利な農地を耕作する方々
が,耕作放棄地を出さないことや多面的機能の確保
を申し合わせることを条件に,農地の生産条件、耕
作面積に応じた額を受け取ることが出来る。

三　好　町

・平成１５年度　集落合計

中山間地域等直接支払事業

・対象地域：国1/2　県1/4　町1/4

具体的調整方針

耕作放棄地の増加により多面的機能の低下が特に懸
念されている地域において,担い手の育成等による
農業生産の維持を通じて,多面的機能を確保する観
点から,中山間地域等直接支払交付金を交付する。

課　　題三 加 茂 町

①町が中山間地域等直接支払基本方針を策定し、県
の認定を受ける

①町が中山間地域等直接支払基本方針を策定し、県
の認定を受ける

②集落が、基本方針に基づき集落協定を締結し、町
の認定を受ける
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【目的】 【目的】

【対象地域】 【対象地域】
　10集落 　14集落

【名称】 【名称】

【構成員】 【構成員】
1.　土地改良区理事長 1．集落組織の代表者１９
2.　町議会議長 2. 農業委員会　　　２２
3.　町長 3．産業課長
4.　農業委員会　　１０
5.　産業経済課長
6.　ＪＡ阿波みよし

【補助金】
　平成15年度
　　国　1/2　　250,000円
　　町　1/2　　250,000円
【その他事務】

5 中山間地域総合整備事業 5 中山間地域総合整備事業
【目的】 【目的】

（平成１６年度完了）

【内容】 【内容】
　平成15年度 基本計画

中山間地域等直接支払事業の円滑かつ効率的な実施
を行うため

　書類審査、現地確認、支払事務

　農業集落道　　　　  2線
　営農飲雑用水施設　1箇所

　農地防災　　　　　0箇所

・交流基盤整備事業

三好町中山間地域等直接支払基準検討会

中山間地域等直接支払事業の円滑かつ効率的な実施
を行うため

　事業費(仮)1,500,000千円 　農道整備　　　　  　1線

現行のとおり新町に引き継ぐ。

具体的調整方針三 加 茂 町

・交通利用のよい場所を用地整備し併せて地域特産
品の開発研究、地域住民の交流の場など、地域の活
性化を図る施設の確保

・風向明媚な景写地に多目的利用できる地域住民の
憩いと語らいの場の確保

三　好　町

7.　池田農業改良普及センター

・農業生産の利便性、集落並びに地域住民生活の利
便性・快適性の向上を図る

　事業費　440,000千円
　平成17年度～平成21年度 農業用用水路　　　1路線

・農村生活環境基盤整備事業 　農村公園　　　　　1箇所
・農業生産基盤整備事業

三加茂町中山間地域等直接支払基準検討会

4．ＪＡ阿波みよし三庄・加茂
   支所長 　　２名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

4-2　推進事業

3．池田農業改良普及センター所長

現行のとおり新町に引き継ぐ。

　事業実施年度
　平成16年度 実施計画 　平成12年度～平成16年度

○本町の主要産業の一つである農業の生産基盤整備
と生活環境基盤を一体的に整備することで、豊かで
住みやすい活力ある町づくりを目指す

○生活環境基盤整備による地域の活性化

4-2　推進事業

　事業実施期間(5年間）

-
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6 県単地域農業振興事業 6 県単地域農業振興事業
【目的】 【目的】

【内容】 【内容】

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】

7 農業制度資金利子助成事業 7 農業制度資金利子助成事業

【目的】 【目的】

町の事業の負担割合に差異があ
る。地域の動向や現在の農業情勢に適切に対処しつつ各

種補助事業の推進とあわせ県単独によるきめ細かな
農業の振興策を講じることで、地域農業の発展振興
を図る

・県単独地域農業振興事業実施要領による

・グリーンツーリズムによる都市との交流等の促進 ・グリーンツーリズムによる都市との交流等の促進

・農業の近代化、合理化を推進すると共に、鳥獣害
対策、ファームサービス事業体の育成や畜産経営の
効率化を推進する事業の一部を補助する

・先進的な生産技術等にチャレンジする認定農業
者、エコファーマー、農業法人の取り組みを支援す
る

・先進的な生産技術等にチャレンジする認定農業
者、エコファーマー、農業法人の取り組みを支援す
る

・農業の近代化、合理化を推進すると共に、鳥獣害
対策、ファームサービス事業体の育成や畜産経営の
効率化を推進する事業の一部を補助する

三　好　町 課　　題

・県全体を「園芸ランド」という視点で捉え,野
菜、花卉、果樹等の園芸産地の総合的な強化を図る

・県全体を「園芸ランド」という視点で捉え,野
菜、花卉、果樹等の園芸産地の総合的な強化を図る

・経営体育成総合融資制度基本要綱第2に規定する
経営改善計画の認定を受けて基本要綱第1の2の(1)
に規定する農業経営基盤強化資金を借り入れ、農業
経営の改善を図ろうとする農業者であって、町があ
らかじめ承認したものに利子助成をする

地元から「農業用施設整備費補助金申請」を提出し
てもらい、審査後、測量設計等を行い、事業費の
50%以内の補助金を完了検査の後交付する

○三好町農業経営基盤強化資金利子助成金について
（三好町農業経営基盤強化資金利子補助成金交付要
綱）

・町負担については事業内容により決定(0～10%)

○三加茂町農業経営基盤強化資金利子助成金につい
て（三加茂町農業経営基盤強化資金利子補助成金交
付要綱）

・経営体育成総合融資制度基本要綱第2に規定する
経営改善計画の認定を受けて基本要綱第1の2の(1)
に規定する農業経営基盤強化資金を借り入れ、農業
経営の改善を図ろうとする農業者であって、町があ
らかじめ承認したものに利子助成をする

・農業者が農業振興のため借入した場合に生じる利
子の軽減を図り、農業経営の安定を図る

・町負担については事業内容により決定(0～60%)

・その他環境保全型農業支援事業、県下1JA構想支
援事業、輸入野菜等緊急対応産地育成事業等を支援
する

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

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。

具体的調整方針

現行のとおり新町に引き継ぐ。

・県単独地域農業振興事業実施要領による

・農業者が農業振興のため借入した場合に生じる利
子の軽減を図り、農業経営の安定を図る

地域の動向や現在の農業情勢に適切に対処しつつ各
種補助事業の推進とあわせ県単独によるきめ細かな
農業の振興策を講じることで、地域農業の発展振興
を図る

・その他環境保全型農業支援事業、県下1JA構想支
援事業、輸入野菜等緊急対応産地育成事業等を支援
する

地元から「農業用施設整備費補助金申請」を提出し
てもらい、審査後、測量設計等を行い、事業費の
80%以内の補助金を完了検査の後交付する
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【名称】 【名称】
　農業経営基盤強化資金 　農業経営基盤強化資金

【事業の実績】 【事業の実績】

　Ｌ資金　　０千円 　Ｌ資金　　３４千円

【負担区分】 【負担区分】
　補助金　 ０千円 　補助金　３４千円
　県 1/2  町 1/2 　県 1/2  町 1/2

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

・1haにつき1万円が交付 ・1haにつき1万円が交付
【事務手順】 【事務手順】

【経費負担】 【経費負担】
　国　　　　5/10 　国　　　　5/10
　県　　　　2.5/10 　県　　　　2.5/10
　市町村　　2.5/10 　市町村　　2.5/10

　奥村団地　　347千円
　中庄団地　　414千円

・実施協定に対象森林内で活動する。
・実施状況を町長に報告、確認

　西庄団地　　702千円

森林所有者と実施協定の締結交付申請,遂行状況報
告書提出。協定の活動確認,実績報告書の提出

【森林整備地域活動支援交付金】
　加茂団地　　840千円

　三好第一団地　  371千円

　東山団地　　　1,110千円

　公社団地　　　　 87千円 　公社団地　　413千円

　足代団地　　　  430千円
　昼間団地　　　  395千円

現行のとおり新町に引き継ぐ。

三 加 茂 町 課　　題

・所有している森林において,間伐などを盛り込ん
だ5カ年間の森林施業計画を樹立する。

・計画を守るため森林の見回り、境界・施業界の管
理、歩道の整備等を実施する約束をした「実施協
定」を町長と締結する。

森林所有者と実施協定の締結交付申請,遂行状況報
告書提出。協定の活動確認,実績報告書の提出

【森林整備地域活動支援交付金】

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

8 森林整備地域活動支援交付金制度

森林所有者が、施業計画にもとづいて、森林の手入
れをし、森林を管理していく活動に対して支援が行
われる。

・計画を守るため森林の見回り、境界・施業界の管
理、歩道の整備等を実施する約束をした「実施協
定」を町長と締結する。

・実施協定に対象森林内で活動する。
・実施状況を町長に報告、確認

・所有している森林において,間伐などを盛り込ん
だ5カ年間の森林施業計画を樹立する。

平成15年度農家等に助成された利子補給金

2.0%以上5%未満の場合は0.5%とし,2.0% 未満5%以上
となった場合は別に定める。助成金の交付対象期間
は,Ｌ資金の利息支払いに係る期間とする

2.0%以上5%未満の場合は0.5%とし,2.0% 未満5%以上
となった場合は別に定める。助成金の交付対象期間
は,Ｌ資金の利息支払いに係る期間とする

8 森林整備地域活動支援交付金制度

森林所有者が、施業計画にもとづいて、森林の手入
れをし、森林を管理していく活動に対して支援が行
われる。

平成15年度農家等に助成された利子補給金
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【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【事業費】 【事業費】
 平成15年度   350千円  平成15年度   350千円

【経費負担】 【経費負担】
　国　　　　　5/10 　国　　　　　5/10
　町　　　　　5/10 　町　　　　　5/10

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【事業費】 【事業費】

【経費負担】 【経費負担】

 【事業量】 

森林整備地域活動支援交付金事業の有効活用のため
の推進費

交付申請、事業拡大等円滑な事務事業の実施、実績
報告書の提出

交付申請、事業拡大等円滑な事務事業の実施、実績
報告書の提出

三 加 茂 町

8-2　森林整備地域活動推進事業

森林の有する多面的機能の持続的発揮を図る

9　森林環境保全整備事業
現行のとおり新町に引き継ぐ。

森林の公益的機能の観点から,各施業団地について
施業計画をたて、間伐、枝打、新植等の事業を実施
する

森林整備地域活動支援交付金事業の有効活用のため
の推進費

9　森林環境保全整備事業

具体的調整方針

8-2　森林整備地域活動推進事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・事業量を取りまとめて森林組合と委託契約を締結
する

森林の有する多面的機能の持続的発揮を図る

現行のとおり新町に引き継ぐ。

課　　題

・事業終了後竣工検査を行う

流域　団地協同施業計画に基づいて行う、水土保全
林で行う

流域　団地協同施業計画に基づいて行う、水土保全
林で行う

・事業量を取りまとめて森林組合と委託契約を締結
する

森林の有する公益的機能の高度発揮や安定的な林業
経営の基盤となる森林資源の整備を行なっていく。

三　好　町

・補助金の交付申請、実績の提出、請求を行う ・補助金の交付申請、実績の提出、請求を行う

・徳島県の補助単価を参考にして標準単価を算定
し、請負対象額及び事務費と対象面積で事業費を算
定し、負担金を徴収する

・徳島県の補助単価を参考にして標準単価を算定
し、請負対象額及び事務費と対象面積で事業費を算
定し、負担金を徴収する

・事業終了後竣工検査を行う

　平成15年度　15,369千円 　平成15年度　27,856千円

　国、県　　　 9,472千円 　国、県　　　14,741千円
　　町　　　　 1,746千円 　　町　　　　 9,427千円
　負担金　　　 5,897千円 　負担金　　　 3,688千円

　枝打10ｈａ ・間伐15ｈａ
　新植1,6ｈａ・下刈45ｈａ
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　　合　計　　　78.37ha　　

合計  567ha

・2543深渕4号　18.66ha

収益分収割合　公団４分 町５分 組合１分
・公団3834号　　35.68ha

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・公団3149号　　 8.29ha
・公団 593号　　12.20ha

収益分収割合　公団4分 町6分

・4林班　10.16ha　東祖谷山村落合534番外2

・2792深渕7号　13.36ha

・2599深渕5号　12.84ha

・公団3374号　　11.25ha

課　　題

・西祖谷山村小祖谷464-2　　13.00ha

・2711深渕6号　12.28ha

・三加茂町中庄滝倉2964ｰ419外1　　7.11ha

・2950中庄     21.84ha
　合計　　　　190.68ha

　合計　　　　　　　　　　100.48ha

・町有林は単独林と、分収造林として官公造林、公
団造林、県公社造林、県行造林があり森林の整備
（保育・育林）を行っている。

三 加 茂 町 具体的調整方針

収益分収割合　公社6分町4分

・西祖谷山村小祖谷453-2　　18.00ha

・西祖谷山村小祖谷461-1　　 7.38ha
・西祖谷山村小祖谷460-5　　11.00ha

・西祖谷山村小祖谷460-4　　10.91ha

・公団 342号　　10.95ha

収益分収割合　県6分　町4分

直営林　135ha、桟敷放牧場　8ha、生活環境保全林
14ha

・西祖谷山村小祖谷453-1　　18.51ha

県行造林地(分収契約相手県)

分収造林地の造林事業にかかる経費についてはそれ
ぞれ,造林主が負担し,適期に実施する

・西祖谷山村小祖谷461-2,3　21.68ha

三　好　町

・5～7林班　114.42ha　三加茂町中庄古野2966-1

県公社造林地（分収契約相手徳島県林業公社）

直営林部分については、治山事業等で森林整備を順
次実施、町有林の全体の管理は三好東部森林組合に
管理委託している

・2154深渕2号　42.00ha

（計124.58ha内13.45haは生活環境保全林で買取）

公団造林地（分収契約相手緑資源公団）

10　町有林整備事業

官公造林地（分収契約相手国）
収益分収割合　国5分　町5分

・1526深渕1号　60.81ha

10　町有林整備事業

・2351深渕3号　16.81ha

公団造林地（分収契約相手緑資源公団）

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。
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未実施 【概要】

未実施 【事業の目的】

【概要】
　Ｈ15年度実績

【事務手順】

【事業の負担割合】
　県公社100%
【経費負担】
　県公社　　3,967千円
【民有林】

面積：41.66ha

未実施 【事業の目的】

【概要】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

緑資源公団分収造林地における立木を適切に成長さ
せるための保育事業

三　好　町 具体的調整方針

【維持管理などの年間係費】

三 加 茂 町

・町では遊歩道と樹木の維持管理について森林組合
に委託を行なっている。

10-2　生活環境保全林(町有)

・生活環境保全林整備事業によって風呂塔キャンプ
場を含む約25.5haの区域で治山施設整備、森林整備
遊歩道整備等を行い（平成11年～平成13年度）保安
林の防災機能及び保険機能の向上を図っている。

課　　題

三加茂町における公団分収造林地面積　 190.68ha

14年度実績　　　5,163千円
枝打　 3.40ha　   760千円

県公社造林地における立木を適切に成長させるため
の保育事業

10-2　生活環境保全林(町有)

10-3  公社造林事業(町有)

10-4分収造林保育事業(町有) 10-4分収造林保育事業(町有)

森林組合に対しキャンプ場の周辺整備も含め年間27
万円で委託している

10-3  公社造林事業(町有)

県公社で施業計画を立て、適切な施業を実施してい
る

・枝打　 5.78ha 　2,539千円
・間伐  12.00ha 　1,428千円

森林保険　　　　 　24千円

間伐　12.92ha　 2,219千円
除伐  　9.1ha   2,184千円

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。

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。

現行のとおり新町に引き継ぐ。
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【事務手順】

【事業の負担割合】
配分割合　公団100%
【経費負担】
公団　　 5,187千円

【事業の目的】 【事業の目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【経費負担】 【経費負担】

　町単独費 　町単独費

課　　題

公団造林事業打合会で下刈り等の個別打ち合わせが
あり、間伐選木作業をして事業実施計画書の提出、
実施計画の承認があって、請負事業の契約の締結、
施業が完了して竣工検査、費用請求となる。

三好東部森林組合に委託し、町有林の見回り、境界
（図面作成等）・施業界の管理、歩道の整備等を実
施する

町有林の整備、管理をする町有林の整備、管理をする

三好東部森林組合に委託し、町有林の見回り、境界
（図面作成等）・施業界の管理、歩道の整備等を実
施する

10-5　町有林の維持管理 10-5　町有林の維持管理

管理計画の作成,森林組合への委託,実績報告,現場
の確認

　町有林管理費　144千円 　町有林管理費　1,000千円

管理計画の作成,森林組合への委託,実績報告,現場
の確認

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町

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。

具体的調整方針
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【目的】 【目的】

【事業の内容】 【事業の内容】
・農用地の確保 ・農用地の確保

【名称】 【名称】

　一般管理（個人除外） 　一般管理（個人除外）
　年２回 　年2回　　4月・10月

【計画書管理内容】 【計画書管理内容】

【事務手順】 【事務手順】
・農振除外申請受付期限 ・農振除外申請受付期限 
  　年2回　　3月・9月   　年2回　　3月・10月

２　農林業の振興計画

・農委・南岸・農協への変更についての協議

・変更後の農業振興地域整備計画の縦覧公告

協　議　項　目

調整方針（案） 　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。

産業経済部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

新町において新たに策定する。
11　農業振興地域整備計画

三　好　町

11　農業振興地域整備計画

具体的調整方針課　　題

・適宜農業振興計画の見直し

但し、農業振興地域農用地区域に
ついては、新計画が公告されるま
での間は、現行のとおりとする。

・書類審査後変更書類等作成

・適宜農業振興計画の見直し

本町における農用地の確保を図るとともに、農業の
振興を促進し、活力あるまちづくりを目指す

農用地区域決定　　Ｓ．49年

・三好町農業振興地域整備計画書

本町における農用地の確保を図るとともに、農業の
振興を促進し、活力あるまちづくりを目指す

・三加茂町農業振興地域整備計画書

農用地区域決定　　Ｓ.45年

・知事より変更についての同意通知後

町農業振興地域整備計画書は,概ね5年ごとに経済情
勢の変化等により農用地利用計画を中心に抜本的な
見直しを行う特別管理（全体的見直）と,年2回個人
申請等により緊急性,目的位置転用許可基準などか
らやむおえないと認められるものに限り行う一般管
理（個人除外）があり、計画書の適正管理を図って
いる。

・農用地利用計画の変更案の公告・縦覧（45日間）

町農業振興地域整備計画書は,概ね5年ごとに経済情
勢の変化等により農用地利用計画を中心に抜本的な
見直しを行う特別管理（全体的見直）と,年2回個人
申請等により緊急性,目的位置転用許可基準などか
らやむおえないと認められるものに限り行う一般管
理（個人除外）があり、計画書の適正管理を図って
いる。

・町農業振興地域整備促進協議会の開催

・変更後の農業振興地域整備計画の縦覧公告

・知事から協議の回答後

・知事への農業振興地域整備計画変更協議申出書の
提出

前回特別管理　　　Ｈ .9年

・農業地域整備計画の変更に係る事前協議書類提出
６月・１２月

・知事より変更についての同意通知後
・農用地利用計画の変更案の公告・縦覧(45日間)

・各変更当事者への決定通知

三 加 茂 町

農業振興地域決定　Ｓ．49年

前回特別管理　　　Ｈ．11年

・農業振興地域変更整備計画の決定報告

・知事への農業振興地域整備計画変更協議申出書の
提出

・農委・北岸・農協への変更についての協議

農業振興地域決定　Ｓ.45年

・書類審査後変更書類等作成

-
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【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

森林面積　   4,385ha
人工林面積   2,035ha 人工林面積     3,746ha

【対象者】 【対象者】
　森林所有者等 　森林所有者等

【名称】 【名称】
　三好町森林整備計画 　三加茂町森林整備計画

具体的調整方針課　　題

計画の樹立、見直し作業、計画の地元説明、公告、
閲覧、計画公表、最新の計画樹立は平成15年度。

・三好町森林整備計画は、国の全国森林計画及び県
の地域森林整備計画に即した井川町における森林整
備のマスタープランであり、地域林業整備方針を定
めてある。

・計画期間は10年間として、5年ごとに見直してい
く作業である。

・計画期間は10年間として、5年ごとに見直してい
く作業である。

町の森林整備計画の業務を円滑に推進するための
活動費

三 加 茂 町

計画の樹立、見直し作業、計画の地元説明、公告、
閲覧、計画公表、最新の計画樹立は平成14年度。

町の森林整備計画の業務を円滑に推進するための
活動費

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

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。

12　市町村森林整備計画 12　市町村森林整備計画

・市町村森林整備計画は、国の全国森林計画及び県
の地域森林整備計画に即した市町村における森林整
備のマスタープランであり、地域林業整備方針を定
めてある。

森林面積5,203ha（うち国有林112ha）
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【目的】 【目的】

【内容】

【内容】

【補助金】
　特産品開発研究会

【補助金】 　年間  10万円
　町単独事業

未実施 【施行期間】
平成１６年６月～
【目的】

【事業内容】
○町内農産物と加工品の販売管理。

○その他農業等の活性化に役立つこと。

【事務手順】

【経費】
2,800,000円（平成１６年度のみ）

【経費配分】
県　１／２　町　１／２（平成１６年度のみ）

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たに検討する。

○町の農産物等の有効利用による和洋菓子類の加工
品づくり。

14　地域産品加工直売施設

産業経済部会

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たに検討する。

三　好　町

 三好町の自然を生かした民芸品や,特産品の開発販
売を促進し町の活性化を図る

13　特産品開発育成事業

三加茂町の特産農産物であるゆず、苺等を利用した
特産加工品の商品化を目指し加工技術の習得や販売
方法、販路拡大検討を行い、地元農産物のPRと農家
の生産意欲、所得向上、生産基盤の強化に繋げて行
く

調整方針（案）

３　町単独事業

　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。

14　地域産品加工直売施設

○農産物、加工品等のアンテナショップによる情報
発信と情報入手。

・検討会・講演会・先進地調査などの研修に関する
事業

町の農産物及びその加工品の直売や、町産品に対す
る情報の受発信、消費者ニーズの把握に努め、農家
等の所得向上と町農業等の活性化を図ると共に、高
齢者や障害者の生産した農産特産品等の販売をする
ことにより、健康や生きがいの充実、自立、社会参
加の促進を図り、町内外の人々との地域交流を推進
し、活力ある地域社会づくりに寄与する。

(特定農山村総合支援事業より年間50万円の補助)

協　議　項　目

・特産品の開発・生産・販売に関する事業

三 加 茂 町 具体的調整方針

13　特産品開発育成事業

直売書出荷者を広報等で募り、出荷者による管理運
営協議会を設置し、運営協議会において運営する。

　三好町特産品推進研究会

・その他目的達成に必要な事項
和洋菓子を製造して直売所へ参加、販売を担う

-
 
3
4
2
 
-



【対象者】

【利用者負担】
施設維持管理費
【実施主体】
三加茂町
【関係団体等】

【備考】
場所
三加茂町中庄1447番地（旧第３保育所跡）

　平成１７年度以降計画中 【目的】

【事務手順】

【規模】
　面積　：3,000㎡
　区画数：53区画
　駐車場、休憩所整備
【入園料及び指導料】
　年間　3,000円/1区画

【目的】 【目的】
畜産の振興 畜産の振興
【内容】 【内容】

【対象】

【予算】
【輸送料の金額】 共進会出品者参加賞　3千円／1頭
　輸送料　30,000円/1回 郡共進会運送料　 　6万円／14頭
・町単独事業 県共進会運送料　 　10千円／1頭

・町単独事業

畜産の振興を目的に開催される家畜共進会への出品
牛に対して輸送料を出している

16　畜産共進会16　畜産共進会

三加茂町地域産品加工直売施設管理運営協議会

15　市民農園事業

三加茂町内の転作を目的とした水田の有効利用を図
り、農地を持たない町民に野菜、花き、その他農作
物の栽培経験を通じて土と親しむ機会を与え、健康
で明るい町民生活の享有に資することを目的に三加
茂町が住民ふれあい農園として解放し運営する。

15　市民農園事業

県共進会への出品時の輸送料
その他県外等の共進会出品の輸送料

・畜産の振興を目的に地元開催する家畜共進会への
出品牛及び畜産共進会で決定した優良牛等への報償
を贈呈する

具体的調整方針

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町発足後統一する。

現行のとおり新町に引き継ぐ。

町民、町内の農業関連団体及び町内に事務所等を有
する事業者

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題

・三好郡畜産共進会会場設営等受け入れ準備

入園募集をし、入園申込書受付時に入園誓約書押
印、入園料の領収、農園維持管理等をする
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【目的】 【目的】
○公共的団体の取扱いについて

【団体名及び補助額】 【団体名及び補助額】

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。

・三加茂町和牛生産振興部会

     ※償還金助成含む

　　（H15実績　  82千円） 　（H15実績  6,040千円）
・三好町あたご柿生産部会 ・原後継者クラブ

具体的調整方針

・三好南岸土地改良区

三　好　町 三 加 茂 町

農業の振興を図るため、関係団体を助成しより一層
の振興を図る

農業の振興を図るため、関係団体を助成しより一層
の振興を図る

・三好町すだち生産部会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

【確認：第１９回合併協議会】

　　（H15実績　  28千円）

　　（H15実績　  18千円） 　（H15実績　 30千円）

・三好町葉たばこ連絡協議会

17  農業振興関係団体

・水の丸土地改良区
　　（H15実績　 290千円） 　（H15実績   90千円）
・三好町なす生産部会

・三好町そば生産組合 ・フリー市実行委員会
　　（H15実績　  45千円） 　（H15実績　 50千円）
・吉野川ふれあい市補助金 ・生活改善グループ
　　（H15実績　 220千円） 　（H15実績　 50千円）
・中山間地農業を考える会及び農業後継者活動補助
金

・ハーブ藍香会
　（H15実績　 50千円）

　　（H15実績　  25千円） ・特産品開発研究会
・三好町生活改善グループ連絡協議会 　（H15実績  100千円）

・三加茂町酪農組合
　　（H15実績　  80千円） 　（H15実績  600千円）
・優良牛（牝牛）助成補助金 ・農業後継者クラブ
　　（H15実績　 258千円） 　（H15実績   50千円）
・畜産コンサルタント補助金
  　（H15実績　  10千円）
・三好町酪農組合
　　（H15実績　  80千円）
・和牛生産組合
  　（H15実績　  29千円）

課　　題

　（H15実績   30千円）

17  農業振興関係団体

　　（H15実績   639千円）

・放牧輸送料補助金

・奨励作物振興事業補助金

　　（H15実績　 290千円）
・昼間・足代土地改良区
　　（H15実績26,835千円）
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【目的】 【目的】
○公共的団体の取扱いについて

【内要】 【内要】
・庭園木生産組合 22,000円 ・加茂山木炭生産組合

　　　　　　 50,000円
・三加茂町選木士会
　　　　 　　90,000円

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

・防除事業 ・防除事業

【概要】 【概要】

【目的】 【目的】

19-2　鳥獣飼養許可手数料

飼養許可証については1年ごとに更新

一人1匹。手数料　3,400円

飼養鳥類のメジロについて、飼養登録し、許可を出
す

19-2　鳥獣飼養許可手数料

課　　題

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。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三加茂町猟友会には年間146千円の委託料を支出し
ている

いのしし、川烏等の被害が発生する中で，一件につ
き、10万円以上の被害があった場合県に捕獲許可申
請を行い、許可のもとに駆除を実施する

鳥獣による農作物の被害の軽減を図るため電気柵等
の設置に補助をしている

【確認：第１９回合併協議会】

19  鳥獣被害駆除防除対策

三加茂町の狩猟免許を有するハンターにおける活動
グループであり、農林水産業への被害を及ぼす野生
鳥獣の駆除への協力や、狩猟適正な管理運営を通し
て農林行政に寄与していく。

現行のとおり新町に引き継ぐ。

一人1匹。手数料　3,400円。

林業の振興により,森林資源の有効活用と,森林整備
を図っていく

狩猟者登録者が、猟友会に加盟することにより、狩
猟の安全意識の徹底及び狩猟法遵守等の講習会等を
行うことにより安全な狩猟を行わせる。

三好町猟友会には年間20万円の委託料を支出してい
る

鳥獣による農作物の被害の軽減を図るため電気柵等
の設置に補助をしている

いのしし、川烏等の被害が発生する中で，一件につ
き、10万円以上の被害があった場合県に捕獲許可申
請を行い、許可のもとに駆除を実施する

一人1匹。手数料　3,400円

20　　猟　友　会

現行のとおり新町に引き継ぐ。
繁殖した野生鳥獣が農作物及び林産物等に被害を与
えている有害鳥獣を迅速かつ的確に駆除し農作物及
び林産物等の被害の防止及び軽減を図る。

繁殖した野生鳥獣が農作物及び林産物等に被害を与
えている有害鳥獣を迅速かつ的確に駆除し農作物及
び林産物等の被害の防止及び軽減を図る。

三加茂町有害鳥獣被害防止対策協議会三好町有害鳥獣被害防止対策協議会

具体的調整方針

新町において検討する。委託料に差異がある。
20　　猟　友　会

三 加 茂 町

18　林業関係団体

林業の振興により,森林資源の有効活用と,森林整備
を図っていく

19  鳥獣被害駆除防除対策

三　好　町

18　林業関係団体
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【内容等】 【内容等】
・役員会の開催
・総会の開催

・狩猟登録事務への協力
・活　動

・銃検査
・初猟パトロール

【財源内容】 【財源内容】

【その他】 【その他】
・会員　　２６名
・会長　　　１名
・副会長　　１名
・監事　　　２名
・事務局（役場内） 1名

【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

【実施期間】

【事務手順】

【概要】 【概要】

【事務手順】 【事務手順】

【実施時期】 【実施時期】

　町単予算　　　 900千円 　町単予算　50千円

・県猟の行う事業への協力

会費　6,000円／年一人当たり
県2,500円　郡500円　町3,000円

会費　6,000円／年一人当たり

10月下旬  猟期前安全講習会

町駆除委託料 200,000円／年

 ・会長、副会長　 各1名

課　　題三　好　町

 ・会員　　　　　　27名

県2,500円　郡500円　町3,000円

2月　狩猟期実績報告
8月　狩猟免許更新講習会

　年1回　３月に実施

　　　　生徒1名あたり 30円 春　2月1日から5月31日まで

河川にアマゴの稚魚を放流する

学校募金 先生1名 300円

毎年4月、職場、家庭募金を行い,集まった募金と町
の負担金50,000円を合わせて徳島県緑化推進協会へ
送金する家庭募金   一戸あたり200円

職場募金   1名あたり 500円

とくしま森とみどりの会三好支部の活動として実施
している

淡水魚の育成と内面漁協の振興、自然保護を図る

・有害鳥獣駆除依頼への協力

・農林水産被害が増加をしているなかで,いのしし
等の有害鳥獣を駆除する行為を町から委託されてお
り,年間6回程度の駆除期間が許可されるなかで,猟
友会が駆除を行なう

企業募金   任意の額

みどりの募金の成果によって,本部より還元されて
きたお金により、公園の植樹等実施する

9月　狩猟者登録

・実施機関終了後、募金実施報告書を提出して、募
金を振り込む

森林の役割を認識し、緑を守るために募金活動を行
う

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・緑の募金実施要領に基づき,緑の募金実施計画書

秋　9月1日から10月31日まで

21　　緑の募金事業 21　　緑の募金事業

三 加 茂 町

【緑の募金還元金事業】

河川に、アマゴ、うなぎ等の稚魚を放流する。

募金額等に差異がある。

22　　漁協に関すること

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町発足後統一施行する。森林の役割を認識し、緑を守るために募金活動を行

う

 ・事務局（役場内） 1名

新町において検討する。
三好河川漁業協同組合、吉野川漁業協同組合に対
し、毎年鮎、うなぎ等の稚魚放流時に補助金を交付
する

22　　漁協に関すること

　年2回　　5月と3月に実施

町委託料  146,000円／年
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【目的】 【目的】

【概要】 【概要】

建設年度　昭和58年度

管理経費　光熱水費570千円

・中央生活改善センター

建設年度　昭和55年度

施設収入　　　　　　　0円

構造・規模 鉄骨平屋120㎡程度
維持管理　地元町内会

管理経費　管理人年間　　1,680千円

建設年度　昭和55年度
・東部生活改善センター
　　　　　光熱水費等　2,024千円

維持管理　管理人設置

協　議　項　目 ４　関連施設

地域社会の連帯、地区機能の高揚、情報伝達、交
流、健康増進施設等、明るく住み良い町づくりのた
めの施設管理

　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。

具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

施設収入　使用料　209千円

ただし、維持管理については、現
行の管理受託者を基本とし新町に
おいて随時調整する。

23　産業部局所管施設

三 加 茂 町

現行のとおり新町に引き継ぐ。

産業経済部会

　使用料　　；138千円

構造　　；鉄骨2階建

修繕等；15年度255千円（地元負担15%）

延べ床面積;120㎡程度3箇所､250㎡程度1箇所
・多目的研修集会施設：4箇所

維持管理；地元振興会

　維持管理費；100千円

構造・規模 鉄骨2階建のべ床220㎡程度

調整方針（案）

三　好　町

地域社会の連帯、地区機能の高揚、情報伝達、交
流、健康増進施設等、明るく住み良い町づくりのた
めの施設管理

23　産業部局所管施設

建設年度；昭和61年度2棟、平成3･7年度各1棟

修繕等　；14年度200千円（地元負担15%）
・ふれあい農園：1箇所

管理経費　　　　　329千円

構造・規模鉄骨2階建120㎡程度
維持管理　特産品推進研究会

・営農飲雑用水施設：1箇所

建設年度　　　　平成15年度

構造・規模遊具施設等5a程度
維持管理　地元町内会
施設収入　　　　　　　0円

施設収入　　　　　240千円

建設年度　昭和58年度

　敷地面積3,000㎡67区画

・農村公園

・町基幹集落センター

構造・規模 鉄骨2階建420㎡程度
維持管理　児童クラブ使用

管理経費　光熱水費 59千円
・農産物加工センター

・生活改善センター：9箇所
延べ床面積;120㎡程度8箇所､215㎡程度1箇所

維持管理；地元振興会

建設年度；昭和54年度～56年度

構造　　；鉄骨2階建2棟、鉄骨･木造平屋各1

施設収入　　　　　　　０円
管理経費
　　　　地元負担により０円

　鉄骨平屋建40㎡

・農畜産物処理加工施設：1箇所
　鉄骨平屋建109㎡

給水人口；77人（24戸）
　 建設年度；平成7年度
　 維持管理；地区加入者

　建設年度　；昭和63年度
　維持管理費；1,230千円
　使用料　　；120千円
・染工房：1箇所

　使用料　　；    0千円

　建設年度  ；平成10年度

　使用料　　；10千円
　維持管理費；100千円

・農村公園：4箇所
　維持管理費；5,100千円

-
 
3
4
7
 
-



　使用料　　；　254千円
・町有財産管理事務所1箇所
　維持管理費；　100千円

　維持管理費；5,870千円

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三 加 茂 町

　維持管理費；1,100千円

三　好　町

　使用料　　；    0千円
・農村情報連絡施設（防災無線）：1式

　維持管理は酪農組合に委託

・農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、農村広場：各1箇所

　維持管理費；　900千円
・キャンプ場：1箇所
　維持管理費；　600千円
　運営については三加茂町観光協会に委託
・放牧場　：1箇所

・公園　　：2箇所
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【名称】 【名称】

【任期】

【事務内容】 【事務内容】

【その他】 【その他】

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。

【農業委員会の定数及び任期の取
扱い】

　確認：第20回合併協議会

・農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の
規定による農業振興地域整備計画の変更に基づく意
見の聴取

農地転用許可申請書受付締切
開催月の10日を目途

・農業委員会交付申請

議案作成及び委員会開催通知

知事へ許可申請書進達

・選挙人名簿の調整

開催告示　議事録告示　農用地利用計画公告及び通
知

・農地転用等許認可協議等

・申請地の現場確認については、開催日までに担当
委員が確認し、総会の当日説明

知事へ許可申請書進達

・農業委員会補助金申請

議案作成及び委員会開催通知

・農地取得下限面積　　40a

・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

・農業委員会交付申請

・選挙人名簿の調整

【委員定数】

具体的調整方針

　　３年
 現委員の任期   Ｈ19.5.19

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　　農協推薦　　 1人
    共済推薦     1人

　　委　員　 86,000円

24　　農業委員会関係

　三加茂町農業委員会

　　選挙　　　　15人

課　　題

　　会　長　122,000円

 農地取得下限面積の相違。

　　会　長　 99,000円

【委員定数】

【報酬】（年額）

【委員会の開催】

　　議会推薦　　 5人　　議会推薦　　 5人
　　農協推薦　　 1人

【報酬】（年額）

　　委　員　 83,000円
　　副会長　 89,000円

・奇数月に開催　pm1.30～

　三好町農業委員会

【事務局体制】

 現委員の任期   Ｈ17.7.19

　事務局長　　　課長

・視察研修は3年に1回　町補助金、遊び的な研修は
自費

・視察研修は3年に2回　町補助金、遊び的な研修は
自費

・農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

　書記　　　　　主幹　書記　　　　　主事

・農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の
規定による農業振興地域整備計画の変更に基づく意
見の聴取

農地転用許可申請書受付締切

・農地パトロールの実施
・農地利用集積

・奇数月で年6回開催 午前１０時開催

24　　農業委員会関係

    共済推薦     1人

　　３年

　　選挙　　　　16人

三　好　町

産業経済部会

【事務局体制】
　事務局長　　　課長

三 加 茂 町

・農地パトロールの現地確認

・農地転用等許認可協議等

【任期】

開催告示　議事録告示　農用地利用計画公告及び通
知

・農地取得下限面積　　30a

　　副会長　 91,000円

・申請地の現場確認については、開催日までに担当
委員が確認し、総会の当日説明

【委員会の開催】

・農地利用集積

・農業委員会補助金申請

協　議　項　目

調整方針（案）

５　農業委員会事務

　農業委員会所管事務については、新町発足後速やかに統一実施する。
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【処理事項】 【処理事項】
1 町許可分の入力 1 町許可分の入力

7 住民異動情報

【参考】

・（株）四国情報管理センターのシステムを使用

①農地法第3条許可（県許可）入力

4 時効取得による所有権移転入力
①法務局からの時効取得の通知を受付次第入力

6 農業委員会選挙処理ができるようにはなっていな
い

5 基盤強化法の入力
①利用権設定（賃貸借）入力
②利用権設定（使用賃借）入力

・扶桑電通（株）に依頼し更新処理

新町において検討する。

※申請を受付後入力、許可後速やかに許可番号等の
入力

3 届出の入力
①農地法第3条届出入力

②農地法第4条許可入力
③農地法第5条許可入力
④農地法第20条許可入力
（これまで1度もない）

①農地法第3条許可（町許可・所有権移転）入力

②農地法第3条許可（町許可・賃貸借権設定）入力

③農地法第3条許可（町許可・使用貸借権設定）入
力

当分の間旧台帳を利用し、新町発
足後速やかに統一実施する。

24-2　　農家台帳整備
・農家台帳整備（エミュレーター）

24-2　　農家台帳整備
・農地情報管理システム整備事業の内容で処理し,
控えの台帳に手書きで処理している

24-3　農地情報管理システム24-3　農地情報管理システム

・農家台帳の統一について
　整備方法に差異あり。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針三　好　町

　現在は稼働していない

④農地法第20条第6項通知入力（合意解約等）

※申請を受付後入力、許可後速やかに許可番号等の
入力

2 県許可分の入力

7 土地管理情報収集分析調査
・平成13年度より農林水産政策課から送付のあって
CDをパソコンに入れ処理し、フロッピーを県に送付
している

④農地法第20条第6項通知入力（合意解約等）

※申請を受付後入力、許可後速やかに許可番号等の
入力

2 県許可分の入力

8 住民異動情報、国民年金情報、固定資産情報の入
力

②農地法第3条許可（町許可・賃貸借権設定）入力

③農地法第3条許可（町許可・使用貸借権設定）入
力

①農地法第3条許可（町許可・所有権移転）入力

①農地法第3条許可（県許可）入力
②農地法第4条許可入力
③農地法第5条許可入力
④農地法第20条許可入力
（これまで1度もない）
※申請を受付後入力、許可後速やかに許可番号等の
入力

3 届出の入力
①農地法第3条届出入力
4 時効取得による所有権移転入力
①法務局からの時効取得の通知を受付次第入力
5 基盤強化法の入力
①利用権設定（賃貸借）入力
②利用権設定（使用賃借）入力
6 農業委員会選挙処理ができるようにはなっていな
い
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【目的】 【目的】

【内容】

【概要】 【概要】

・年金加入促進

【事務手順】

現行のとおり新町に引き継ぐ。

24-5　 農業者年金業務
・分析検討会議

5　年金加入促進
　農業者年金未加入者及び女性農業者に対し加入の
勧誘

3　業務委託手数料の交付
　交付予定通知により交付請求書を県に提出
4　研修会の開催

5　年金加入促進

・制度改正の周知徹底及び待機者意向調査

1　被保険者各種申請処理

4　研修会の開催
　制度改正（資格、保険料、給付）及び諸届出等の
記載方法の研修を受ける

2　年金受給権者失権又は停止事由該当手続き及び
現況届

3　業務委託手数料の交付
　交付予定通知により交付請求書を県に提出

　制度改正（資格、保険料、給付）及び諸届出等の
記載方法の研修を受ける

2　年金受給権者失権又は停止事由該当手続き及び
現況届

・交付金の歳入調定を行う。委託手数料
平成15年度  1,98千円

【業務委託手数料の交付】

「使用料・手数料」

【業務委託手数料の交付】
・交付予定通知により交付請求書を県農業会議に提
出

・交付予定通知により交付請求書を県農業会議に提
出

・交付金の歳入調定を行う。委託手数料　平成14年
度130千円

【調査員の設置】

・制度改正の周知徹底及び待機者意向調査
・年金加入促進

「使用料・手数料」

・農協から送付を受けた年金事業諸届け等の交付・
点検,記載内容の事実の確認及び徳島県農業会議へ
の送付

24-5　 農業者年金業務

・農協から送付を受けた年金事業諸届け等の交付・
点検,記載内容の事実の確認及び徳島県農業会議へ
の送付

　農業者年金未加入者及び女性農業者に対し加入の
勧誘

【事務手順】
1　被保険者各種申請処理

・目標設置検討会議
・事業連携計画策定会議

・農業委員を委嘱（22名）

【農地流動化対策円滑化プロジェクト活動】

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

24-4　　農地銀行業務

市町村の概要や地域の振興計画,農業基盤整備計画
等を国，県へ報告し予算確保等へ報告し予算確保等
へ反映させる

現行のとおり新町に引き継ぐ。
24-4　　農地銀行業務

農用地利用集積特別対策事業の中で認定農業者等へ
の農用地の利用集積を図ることにより、農地流動化
を加速的に進める

課　　題 具体的調整方針三　好　町

・農地情報の管理
【総合調整員の設置】
・産業課長に町が委嘱
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【研修】 【研修】

【年金加入促進等】 【年金加入促進等】
・以前は加入勧誘を行っていたが現在はあえて行っ
ていない

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

・農業会議が開催する年金業務についての研修を受
ける。（1～2回／年）

・以前は加入勧誘を行っていたが現在はあえて行っ
ていない

・農業会議が開催する年金業務についての研修を受
ける。（1～2回／年）

具体的調整方針三　好　町 課　　題

-
 
3
5
2
 
-



 日程１２            協議第１２２号 
 
 

学校教育事業関係について（再協議案） 
 
 
各種事務事業の取扱いのうち、学校教育事業関係について提出する。 

 
 

平成１７年 ２月１０日 提出 
 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

学校教育事業関係について 

 
（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）ＡＬ(Ｅ)Ｔ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、町の補助基準を定める。 

（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｡ 
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（11）幼稚園事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。 
（12）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１
８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、平成１８年度よ
り三加茂町の例により統一する。 
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２４－２０　学校教育事業関係

１．教育委員 １．教育委員
【委員の定数】 【委員の定数】
・ ・

【委員報酬】 【委員報酬】 ・

２．会議 ２．会議
【会議の開催】 【会議の開催】 ・要調整。 ・
(1)定例会 (1)定例会 ・教育委員会会議規則。
・ ・毎月１回開催、日時は事前文書通知。

(2)秘密会 (2)秘密会
・ ・決議により秘密会とする。

(3)会議の順序 (3)会議の順序

(4)会議録の調整 (4)会議録の調整

【公布及び施行】 【公布及び施行】
(1)公布 (1)公布 ・議決から交付までの期間の調整。 ・
・ ・ ・教育委員会公告式規則。

報酬は、現行報酬額及び同規模の
自治体の例を基に調整する｡
特別職の職員の身分の取扱いにお
いて確認済｡

合併の日の前日に失職する｡
合併直後は､失職した委員の中か
ら町長職務執行者が臨時に選任｡
その任期は、新町長の最初の選挙
後、最初に招集される議会の会期
末まで。
教育長は、臨時に選任された教育
委員の互選で決定。

年４回開催、日時は事前文書通知。

５人
　教育委員長　１人
　職務代理者　１人
　教育委員　　２人
　教育長　　　１人

・
・

・

・

５人
　教育委員長　１人
　職務代理者　１人
　教育委員　　２人
　教育長　　　１人

教育委員会規則、告示及びその他の規定で公表を要
するものは、会議において議決した日から起算して
７日以内に公布する。

委員長    年額　158,100円
委　員    年額　121,000円

決議により秘密会とする。

①開会
②前回会議録の承認
③諸般の報告(教育長)
④議事
⑤その他
⑥閉会

三 加 茂 町

委員長　　年額　173,000円
委　員　　年額　148,000円

三　好　町

教育部会

課　　題 具体的調整方針

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

　教育委員会の取扱い

（１）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。

会議の開催については、三好町の
例を基に、新町の教育委員会にお
いて協議し定める｡

①開会
②前回会議録の承認
③教育長の報告
④議事
⑤その他
⑥閉会

【第21回協議会修正確認】

三好町の例により､合併までに調
整し､新町の教育委員会において
定める｡

三加茂町教育委員会規則、告示及びその他の規定で
公表を要するものは、会議において議決し、公布す
る

-
 
3
5
5
 
-



(2)公表 (2)公表 ・新町で定める掲示場に掲示する。
・役場前の掲示場に掲示する｡ ・町掲示場(３箇所)に掲示する｡

(3)施行 (3)施行
・ ・

【会議の傍聴】 【会議の傍聴】
・ ・ ・要調整。 ・

・教育委員会傍聴人規則。
・

・

３．学校医等 ３．学校医等 ・
(1)学校医(2人) (1)学校医(10人)

(2)歯科医(2人) (2)歯科医(4人)

(3)耳鼻咽喉科医 (3)耳鼻咽喉科医(1人)
なし ・町内全校(日根耳鼻咽喉科)

(4)眼科医 (4)眼科医(1人)
なし ・町内全校(いわき眼科)

(5)薬剤師(1人) (5)薬剤師(1人)
・町内全校(藤川薬局) ・町内全校(加茂薬局(元木真理))

合併までに調整し､新町の教育委
員会において定める｡

会議を傍聴しようとする者は、委員長の許可を得、
かつ、傍聴中は、別の定める規則に従わなければな
らない。

会議を傍聴しようとする者は、三加茂町教育委員会
会議の傍聴人規則に従わなければならない。

現在、受付及び傍聴席指定なし、傍聴申し込み実績
なし。

三　好　町

教育委員会規則は、該当教育委員会規則に施行期日
を定めるもののほか公布の日から起算して１０日を
経過した日から施行する。

・
・
・
・

・
・
・
・
・

加茂小学校　(川原医院､さんさん医院､ 田中病院①)
三庄小学校　(松浦医院､藤島産婦人科医院)
西庄小学校　(藤内整形外科病院)
絵堂小学校　(藤内整形外科病院)
三加茂中学校(田中病院②､川原医院､内田医院)

昼間小学校(くはらクリニック)
足代小学校(山下医院)
東山小学校(山下医院)
三好中学校(山下医院､くはらクリニック)

・
・
・
・

昼間小学校(秋田歯科医院)
足代小学校(曽我部歯科医院)
東山小学校(秋田歯科医院)
三好中学校(秋田歯科医院)

・
・
・
・
・

課　　題

加茂小学校　(大久保歯科①)
三庄小学校　(武田歯科)
西庄小学校　(大久保歯科②)
絵堂小学校　(大久保歯科②)
三加茂中学校(井原歯科)

三 加 茂 町

教育委員会規則は、該当教育委員会規則に施行期日
を定めるもののほか公布の日から起算して１０日を
経過した日から施行する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

現在、受付及び傍聴席指定なし、傍聴申し込み実績
なし。

具体的調整方針

・

・

学校医の人数､任期､報酬額等は､
同規模の自治体の例をもとに調整
する｡
特別職の職員の身分の取扱いにお
いて確認済｡

合併までに調整し､新町の教育委
員会において定める｡

-
 
3
5
6
 
-



(6)報酬等 (6)報酬等

４．事務局人事等 ４．事務局人事等 ・要調整。 ・
【人事手続き】 【人事手続き】
(1)常勤職員 (1)常勤職員

(2)非常勤職員 (2)非常勤職員

②教育委員会辞令
 (公民館長、町立歴史民俗資料館長)
・辞令の決裁
・辞令交付

③委嘱状
（社会教育委員、体育協会理事、青少年育成会、学
　校医(歯科他)社会教育指導委員)
・教育長決裁
・委嘱状交付

②教育委員会辞令
（公民館長、体育指導員)
・辞令の決裁
・辞令交付

③委嘱状
 (学校医(歯科他)、学校薬剤師、社会教育指導員、
　三加茂町文化財保護審議会委員、社会教育委員、
　体育指導員、公民館運営審議会委員、青少年補導
　員、図書館協議会委員、学校給食センター運営委
　員、心身障害児就学指導委員)
・教育長決裁
・委嘱状交付

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三加茂町の例により、合併までに
調整し、新町の教育委員会におい
て定める｡

課　　題

①町長辞令(教育委員)
・任意同意案(議案)の作成
・町長決裁
・議会の承認
・辞令の決裁
・辞令交付(現状は総務課)

①町長辞令(教育委員)
・任意同意案(議案)の作成
・町長決裁
・議会の承認
・辞令の決裁
・辞令交付

①町長出向内示
②教育委員会辞令交付

学校医(年額)
　　小学校１校　117,000円
　　中学校１校　236,000円
歯科医(年額)
　　小学校１校　 56,000円
　　中学校１校　105,000円
薬剤師(年額)
　　小学校１校　 36,000円
    中学校１校 　52,000円
耳鼻咽喉科検診(1､3､5年生)
    児童生徒１人　　390円
眼科検診(1､3､5年生)
    児童生徒１人　　350円
幼稚園は併設小学校に含む｡

学校医(年額)　　100,000円

歯科医　　年額　150,000円

薬剤師　　年額　 50,000円

耳鼻科医　年額　200,000円

眼科医　　年額　200,000円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

具体的調整方針

①町長出向内示
②教育委員会辞令交付

三 加 茂 町

-
 
3
5
7
 
-



５．学校職員人事 ５．学校職員人事
【概要】 【概要】 ・要調整。 ・
・ ・

【人事手続き】 【人事手続き】 ・要調整。 ・
・教育長辞令交付(正規分) ・教育長内示及び辞令交付(正規分)　

・毎月の委託料の支払

【配置状況】 【配置状況】 ・配置方法に差異。 ・委託契約を締結する。
・足代小学校　用務員　　１人 ・加茂小学校　　委託用務員１人
・東山小学校　臨時用務員１人 ・三庄小学校　　委託用務員１人
・昼間小学校　用務員　　１人 ・西庄小学校　　委託用務員１人
・三好中学校　用務員　　１人 ・絵堂小学校　　用務員　　１人

・三加茂中学校　委託用務員１人

【服務・勤務】 【服務・勤務】
・ ・ ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

【予算】 【予算】

６．表彰 ６．表彰 ・三好町のみ実施。 ・
【概要】 未実施
・

【事務手順】

合併時に廃止し、町表彰に統一す
る。

具体的調整方針

合併までに調整し､新町の教育委
員会において定める｡

町教委事務局、学校長の指示により学校の用務に就
く｡

学校の町職員(用務員、委託用務員)の人事、勤務に
関する事務を行う。

町教委事務局、学校長の指示により学校の用務に就
く｡

(款)教育費 (項)小学校(目)学校管理費((節)給料
　　　　　　　　　　　　　　　年額　2,160,000円
(款)教育費 (項)中学校(目)学校管理費(節)委託料
　　　　　　　　　　　　　　　年額　1,800,000円
(款)教育費 (項)小学校(目)学校管理費(節)委託料
　　　　　　　　　　　　　　　日額　　　6,000円

・

・

・

①団体及び個人の調書
②担当者の案を作成
③教育長決裁
④教育委員会の議決
⑤表彰

(款)教育費(項)保健体育費(目)給食ｾﾝﾀｰ費(節)給料
　　　　　　　　　　　       　　　41,539,205円
(款)教育費(項)小学校費(目)学校管理費(節)給料
　　　　　　　　　　　       　　　21,036,118円
(款)教育費(項)中学校費(目)学校管理費(節)給料
　　　　　　　　　　　        　　　8,197,382円

文化教育事業等に功績があった者(団体)を表彰する｡

三　好　町 三 加 茂 町

合併までに調整し､新町の教育委
員会において定める｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

学校その他教育機関の職員の人事に関する事務を行
う｡

課　　題

・

・

・

-
 
3
5
8
 
-



【対象者】
・次の各号の１に該当する者(団体を含む)

【表彰時期】
・

７．公印の管守 ７．公印の管守 ・要調整。 ・
【公印の種類及び保管者】 【公印の種類及び保管者】
・規則なし（町長部局のみ有り） ・規則なし（町長部局のみ有り）

【公印の保管】 【公印の保管】

【公印の調整、改刻及び廃棄】 【公印の調整、改刻及び廃棄】
・三好町の公印に関する規定に準じて行う。 ・公印調整(改刻･廃棄)申請書により教育長決裁。 ・差異がある。

【公印の使用】 【公印の使用】
・ ・

８．請願及び陳情 ８．請願及び陳情 ・要調整。 ・
・ ・

・教育委員会委員長は、会議に請願の採否を付議する｡ ・教育委員会委員長は、会議に請願の採否を付議する｡

新町において教育委員会公印規定
を策定し管守する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

①孝行、節婦、その他徳行卓越し他の範とするに足
　る者。
②学術、芸術上の発明、改良、創作に関し事蹟顕著
　な者。
③文化教育事業等の振興に関し功績特に顕著な者。
④児童、生徒で特別善行の者。
⑤教育者で特に功績顕著な者。

三 加 茂 町三　好　町

・
・
・

①請願の趣旨とその説明又は理由。
②提出年月日。
③請願者の住所、氏名、団体の場合は、その所在名
　称及び代表者氏名。

押印する文書等に決裁文書等を添えて公印保管者の
承認を受けて押印する。

学校印及び学校長印は各小中学校で保管。
給食センター所長印は給食センターで保管。
その他教育委員会関係の公印は、教育委員会で保管｡

・
・
・

学校印及び学校長印は各小中学校で保管。
給食センター所長印は給食センターで保管。
その他教育委員会関係の公印は、教育委員会で保管｡

①請願の趣旨とその説明又は理由。
②提出年月日。
③請願者の住所、氏名、団体の場合は、その所在名
　称及び代表者氏名。

請願は、次の項目について文書により提出するもの
とする。

押印する文書等に決裁文書等を添えて公印保管者の
承認を受けて押印する。

請願は、次の項目について文書により提出するもの
とする。

現行のとおり新町に引継ぎ､新町
において調整する｡

毎年度11月3日に行う。必要に応じて臨時に行うこと
ができる。

具体的調整方針課　　題

-
 
3
5
9
 
-



９．後援名義の使用許可 ９．後援名義の使用許可 ・要調整。 ・
【概要】 【概要】
・ ・

１０.教育推進団体負担金 １０.教育推進団体負担金

１１．教員住宅 １１．教員住宅
【概要】 【概要】 ・ ・
・ ・

【事務手続】 【事務手続】 ・要調整。 ・次のとおりとする。

【入居対象者】 【入居対象者】 ・要調整。 ・
・三好町立小中学校に勤務する教員、事務職員等。 ・三加茂町立小中学校に勤務する教員、事務職員等。

【家賃】 【家賃】 ・金額に差異。 ・
・１戸建て住宅　　１ヶ月　8,000円

現行のとおり新町に引継ぎ､新町
において調整する｡

①教職員住宅入居願
②教職員住宅入居承認書公布
③教職員住宅入居届､誓約書
④教職員住宅返還届
⑤教育委員立会検査

町立小中学校に勤務する教員､事
務職員等とする。

小中学校勤務教員が生活本拠地より通勤に支障が生
じた場合対応する。

教員住宅を普通財産または教育財
産のどちらとして取扱うかにより
管理運営等の取扱いが異なる。

郡教育研究所　　　　　526千円

ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ維持管理　　382千円
郡適応指導教室　　　　188千円
各種負担金
　小学校 　7件　　　　172千円
　中学校　10件 　　　 152千円
　事務局  11件　　　  221千円
体育学校保健センター
　小学校　　　　　　　288千円
　中学校　　　　　　　163千円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 具体的調整方針

・

・
・
・

・

現行のとおり新町に引継ぎ､新町
において調整する｡

・
・
・
・
・

・

郡教育研究所　　　　　391千円
郡同和教育研究協議会　 52千円
ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ維持管理　　382千円
郡適応指導教室　　　　140千円
各種負担金
　小学校　12件　　　　155千円
　中学校　 9件　　　　149千円
　事務局 　9件　　　　175千円
体育学校健康センター
　小学校　　　　　　　194千円
　中学校　　　　　　　126千円

小中学校勤務教員が生活本拠地より通勤に支障が生
じた場合対応する。

各種団体(学校、ＰＴＡ、社会教育等)から開催する
事業について書面にて後援依頼があった場合、事業
内容等を教育委員会で協議し、後援名義の使用承諾
の可否を書面にて回答する｡

三　好　町

現行のとおり新町に引継ぎ､新町
において調整する｡

①教職員住宅入居申請書
②施設管理説明
③口座引き落とし依頼書
④教育委員立会い検査
⑤退去届の受理

・
・
足代教員住宅　　１ヶ月　9,000円
東山教員住宅　　１ヶ月　4,300円

①教職員住宅入居申込書
②住宅使用誓約書
③施設管理説明
④住宅家賃の納付書発行
⑤教育委員立会い検査
⑥退去申し出

各種団体(学校、ＰＴＡ、社会教育等)から開催する
事業について書面にて後援依頼があった場合、事業
内容等を教育委員会で協議し、後援名義の使用承諾
の可否を書面にて回答する｡

課　　題

-
 
3
6
0
 
-



１．学校の設置及び廃止 １．学校の設置及び廃止 ・学校区について協議。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
【小学校】 【小学校】

【中学校】 【中学校】
・三好中学校　大字昼間1893 ・三加茂中学校　西庄字横手51 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

【幼稚園】 【幼稚園】
・現行のとおり新町に引き継ぐ。

２．学校教育施設管理・保守 ２．学校教育施設管理・保守
【小学校】 【小学校】 ・要調整。 ・

平成14年度実績(年額)

具体的調整方針

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において調整する。

・
・
・
・
・
・
・

加茂小学校　　加茂2688
三庄小学校　　中庄1125
西庄小学校　　西庄字平80
絵堂小学校　　西庄字絵堂64
黒長谷小学校　毛田1332(平成2年4月1日休校)
毛田小学校　　毛田505(平成7年4月1日休校)
大藤小学校　　毛田2436の1(平成11年4月1日休校)

昼間小学校　大字昼間1637
東山小学校　大字東山字中村90
足代小学校　大字足代2708
増川小学校　大字東山字増川267
　　　　　　　　　　　　　(平成12年4月1日休校)

・
・
・
・

・
・
・
・

・
・
・

平成14年度実績(年額)

三 加 茂 町

・
・
・
・

加茂幼稚園　　加茂2688
三庄幼稚園　　中庄1125
西庄幼稚園　　西庄字平80
絵堂幼稚園　　西庄字絵堂64
毛田幼稚園　　毛田505(平成5年4月1日休園)

・
・
・
・
・

昼間幼稚園　大字昼間1550の1
東山幼稚園　大字東山字中村90
足代幼稚園　大字足代2708
増川幼稚園　大字東山字増川267
　　　　　　　　　　　　　(平成10年4月1日休園)

電気保安点検委託料 　　　　　154,413円
消防設備点検委託料 　　　　　204,925円
警備保障委託料(2校)　　　　　504,000円
浄化槽点検清掃委託料(3校)　　606,375円
　(保守点検年6回､清掃年1回)
貯水槽清掃委託料(3校)　　　　321,510円
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ補修点検委託料　　　　 48,300円
学校管理委託料(3校)　　　　　730,000円

・
・
・
・

・
・
・

電気保安業務委託料　　　  319,550円
消防用設備保守点検委託料　 63,000円
学校警備委託料　　　      756,000円
浄化槽維持管理業務委託料　595,000円

貯水槽清掃委託料　　　　  138,600円
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守管理委託料　　 168,000円
学校管理委託料(3校) 　　1,620,000円
　　　　　増川小学校　　　960,000円
　　　　　昼間小学校　　　276,000円
　　　　　足代小学校　　　384,000円

教育部会

協　議　項　目

課　　題

　学校管理・運営の取扱い

（１）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。
（２）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。
（３）ＡＬ(Ｅ)Ｔ派遣事業については、新町においても引き続き実施する。
（４）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。

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

調整方針（案）

-
 
3
6
1
 
-



【中学校】 【中学校】
・要調整。 ・

【幼稚園】 【幼稚園】
・浄化槽維持管理委託料　　   46,600円 ・要調整。 ・

３．教育財産の目的外使用 ３．教育財産の目的外使用
【事務手順】 【事務手順】 ・
・ ・

【使用料・手数料】 【使用料・手数料】
・町外団体使用料(夜間照明)　　１時間  500円 なし ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

【使用可能施設】 【使用可能施設】
・ ・小中学校における屋内運動場及び屋外運動場 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

４．物品の出納・保管及び処分 ４．物品の出納・保管及び処分 ・要調整。 ・
【目的】 【目的】
・ ・

【概要】 【概要】

【実施時期】 【実施時期】
・通年 ・通年

【対象】 【対象】
・幼、小、中学校 ・幼、小、中学校

申請及び届に基づいて審査し承認、受理又は認めな
い｡

合併までに調整し、新町の教育委
員会において定める。

・
・
・
・

・

学校管理備品、教育振興備品の適正な出納・保管及
び処分を図るため。

学校の要望に基づき適性に予算を執行。
予算に基づき適正に執行。
処分に関しては、教育委員会の承認が必要。

・
・
・

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において調整する。

三好町の例により、新町に引き継
ぐ。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において調整する。

課　　題三　好　町

・
・
・

電気保安点検委託料　 　　　　261,604円
消防設備点検委託料　 　　　　109,935円
警備保障委託料　　　 　　　　252,000円
浄化槽点検清掃委託料 　　　　542,850円
　(年8回合併槽､年4回単独槽)
貯水槽清掃委託料　　　　　　　125,370円
昇降機保守点検委託料　　　　　463,044円

電気保安業務委託料　　　  156,807円
消防用設備保守点検委託料　 21,000円
学校警備委託料　　　      240,000円
浄化槽維持管理業務委託料　232,600円

リフト保守点検委託料　     63,000円

具体的調整方針三 加 茂 町

小中学校における屋内運動場及び屋外運動場

学校の要望に基づき適性に予算を執行。
予算に基づき適正に執行。
処分に関しては、教育委員会、町長、監査委員の承
認が必要。

・
・
・
・

・
・

浄化槽点検清掃委託料(2園)　　　96,705円
消防設備点検委託料(4園)　　　　36,270円

学校管理備品、教育振興備品の適正な出納・保管及
び処分を図るため。

・
・

申請及び届に基づいて審査し承認、受理又は認めな
い｡

-
 
3
6
2
 
-



【事務手順】 【事務手順】
・購入 ・購入

・管理、保管 ・管理、保管

・処分 ・処分

【負担割合】 【負担割合】
・町　1/1 ・町　1/1

５．教具その他設備の整備 ５．教具その他設備の整備 ・要調整。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
・ ・

【概要】 【概要】
・ ・

・ ・

平成14年度予算

【実施時期】 【実施時期】
・通年 ・通年

【対象】 【対象】
・幼、小、中学校 ・幼、小、中学校

①学校より希望備品リストの提出。
②教育委員会で協議検討、必要に応じで利用目的書
　の提出。
③入札による購入。安価なものは見積書の徴収。

学校管理備品
　備品購入費
　　小学校　  600千円
　　中学校　  180千円
　　幼稚園　　250千円

教育振興備品
　備品購入費
　　小学校　　650千円
　　中学校　  500千円

三　好　町

①備品台帳による管理。
②園長・学校長責任による適正管理。

①学校長と協議。
②教育委員会で検討。
③妥当であれば承認、その後廃棄。
④備品台帳に廃棄年月日記載。

学校管理備品
　備品購入費
　　小学校　1,211千円
　　中学校　  614千円
　　幼稚園　　246千円

幼、小、中学校の学校管理及び教育振興のため教具
その他設備の適切な配置を行う。

平成15年度予算

教育振興備品
　備品購入費
　　小学校　3,086千円
　　中学校　1,792千円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 課　　題

①備品台帳による管理。
②園長・学校長責任による適正管理。

①学校長と協議。
②教育委員会で検討。
③町長、監査委員の承認、その後廃棄。
④備品台帳に廃棄年月日記載。

①学校より希望備品リストの提出。
②教育委員会で協議検討、必要に応じで利用目的書
　の提出。
③入札による購入。安価なものは見積書の徴収。

具体的調整方針

幼、小、中学校の学校管理及び教育振興のため教具
その他設備の適切な配置を行う。

-
 
3
6
3
 
-



【事務手順】 【事務手順】

【負担割合】 【負担割合】
・町　1/1 ・町　1/1

６．学校図書の充実 ６．学校図書の充実 ・要調整。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
【目的】 【目的】
・ ・学校図書館用図書の蔵書充実整備。

【平成１５年度予算】 【平成１５年度予算】

【事務手順】 【事務手順】

【負担割合】 【負担割合】
・町　1/1 ・町　1/1

７．児童生徒就学事務 ７．児童生徒就学事務
【児童生徒就学事務】 【児童生徒就学事務】 ・要調整。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

課　　題三 加 茂 町

学校図書館用図書の蔵書充実整備。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

①予算時期に各学校の要望書提出。
②教育委員会事務局による調査検討。
③４月各学校からの要望書提出。
④教育委員会事務局による調査検討。
⑤町会計課による町備品としての購入手続(入札)。
　もしくは見積書の徴収、安価なものについては学
　校で購入手続き(見積書徴収)。
⑥購入。

年度当初、児童数に応じて各学校へ予算配分。
各学校で随時予算執行｡

小学校　３校
中学校　１校

三　好　町

・
・

・
・

①予算時期に各学校の要望書提出。
②教育委員会事務局による調査検討。
③４月各学校からの要望書提出。
④教育委員会事務局による調査検討。
⑤教育委員会事務局による町備品としての購入手続
　(入札)。安価なものについては学校で購入手続き
　(見積書徴収)。
⑥購入。

(2)児童生徒異動通知事務
・住民異動届に基づき、転入学通知書を発行。
・学校からの児童生徒転入学報告書により転入学年
　月日等を確認し、必要に応じ学齢簿を整理する｡

(2)児童生徒異動通知事務
・住民異動届に基づき、転入学通知書を発行。
・学校からの児童生徒転入学報告書により転入学年
　月日等を確認し、必要に応じ学齢簿を整理する｡

小学校　４校　 600千円
中学校　１校 　500千円

・
・

年度当初、児童数に応じて各学校へ予算配分。
各学校で随時予算執行。

(1)就学者通知事務
・１月中旬に住民基本台帳出力に基づき、就学通知
　書を発送(１月下旬)。
・住民基本台帳(2～3月異動分)に基づき「就学通知
　書」を発送。必要に応じて学齢簿訂正(2～3月)

・
・

(1)就学者通知事務
・１月中旬に住民基本台帳出力に基づき、就学通知
　書を発送(１月下旬)。
・住民基本台帳(2～3月異動分)に基づき「就学通知
　書」を発送。必要に応じて学齢簿訂正(2～3月)

-
 
3
6
4
 
-



【学齢簿編成事務】 【学齢簿編成事務】

８．就学指導 ８．就学指導 ・要調整。 ・
【目的】 【目的】
・ ・

【概要】 【概要】

・

【事務手順】 【事務手順】
・差異がある。

【第21回協議会修正確認】
【心身障害児就学指導委員会】 【心身障害児就学指導委員会】

・組織員、任期等に差異。 ・

具体的調整方針

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｡

事務手順については、次のとおり
とする。

４月　就学指導委員委嘱
9～10月　調査
11月　就学指導委員会(判定審議)
以後判定保留者がいる場合、随時
委員会開催。

目的、概要については、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｡

課　　題

・

・

心身に障害をもつ幼児、児童、生徒の就学を適正に
行うため、就学指導委員会において教育委員会及び
学校において判定困難な幼児、児童、生徒の診断を
行い、就学のための判別並びに指導を行う。

(3)指定学校変更(区域外就学)事務
・保護者の申請書により処理。
・指定学校変更、区域外就学の異動分について学齢
　簿を整理する。

・新規入学者(１月末)。
・転入者、転居入者分の編成(随時)。
・卒業者、転出者等分の削除(随時)。
・変更事項等の記入(住所、氏名等)(随時)。

三　好　町

・新規入学者(１月末)。
・転入者、転居入者分の編成(随時)。
・卒業者、転出者等分の削除(随時)。
・変更事項等の記入(住所、氏名等)(随時)。

(3)指定学校変更(区域外就学)事務
・保護者の申請書により処理。
・指定学校変更、区域外就学の異動分について学齢
　簿を整理する。

心身に障害をもつ幼児、児童、生徒の就学を適正に
行うため、就学指導委員会において教育委員会及び
学校において判定困難な幼児、児童、生徒の診断を
行い、就学のための判別並びに指導を行う。

三 加 茂 町

(1)組織
・医師　　　　　　　２人以上
・教育関係者　　　　６人以上
・児童福祉施設職員　２人以上
・学識経験者　　　　若干名
・その他　　　　　　若干名
　(14年度委嘱人数  13人)

事務局を三好町教育委員会事務局内に置く。
委員会は次の事業を行う。
①心身障害の種類及び程度の判別に関する事業。
②特殊教育に関する啓発事業。
③教育相談に関する事業。
④その他教育委員会が必要と認めた事業。

８月　各学校(園)へ該当者の調査依頼
10月  就学指導委員委嘱
11月  就学指導委員会(判定審議)
以後判定保留者がいる場合、随時委員会開催。

４月　就学指導委員委嘱
12月　就学指導委員会(判定審議)

三加茂町心身障害児就学指導委員会を設置。
盲、ろう、養護学校入学対象児及び小・中学校養護
学級入級対象児童の実態調査･診断並びに適切な就学
指導を行う。

(1)組織
・医師　　　　　　　２人以上
・教育関係者　　　　５人以上
・児童福祉施設職員　１人以上
・学識経験者　　　　若干名
・その他　　　　　　若干名
　(14年度委嘱人数  16人)

・

・

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
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９．学級編制事務 ９．学級編制事務 ・要調整。 ・
【概要】 【概要】
・ ・

【事務手順】 【事務手順】
・ ・

１０．教職員人事事務 １０．教職員人事事務 ・要調整。 ・
【概要】 【概要】
・ ・

【事務手続】 【事務手続】

合併までに調整し、新町の教育委
員会において定める｡

徳島県教育委員会と連携を取り､町内５校(小学校４
校､中学校１校)の県費負担教職員の人事適正配置の
ため内申を行う。

合併までに調整し、新町の教育委
員会において定める｡

徳島県教育委員会と連携を取り、町内４校(小学校３
校、中学校１校)の県費負担教職員の人事適正配置の
ため内申を行う。

11月下旬
　教職員異動希望調書提出
12月下旬
　校長人事面接
１～３月
　４月の人事異動に向け、必要に応じその都度徳島
　県教育委員会と協議を行い適正な人事に努める。

・

・

・

(2)任期
・１年(補欠委員の任期は前任者の残任期間)

徳島県教育委員会と連携を取りながら、町内５校(小
学校４校、中学校１校)の学級編制事務を行う。

(3)役員
・会長　 １人(委員の互選)
・副会長 ２人(委員の互選)
・書記　 １人

本年度の学級編制協議書を県教委会へ提出(4月)｡
その後、児童生徒数の増減等により学級数に差異の
生じる学校については、その都度、県教育委員会と
連絡をとり変更協議を行う(10月～3月)。

・

・

・

(4)診断員
・委員会に専門の事項を調査し、検査するために診
　断員を置くことができる｡
・教育長が委嘱し任期１年｡

徳島県教育委員会と連携を取りながら、町内４校(小
学校３校、中学校１校)の学級編制事務を行う。

11月下旬
　教職員異動希望調書提出
12月下旬
　校長人事面接
１～３月
　４月の人事異動に向け、必要に応じその都度徳島
　県教育委員会と協議を行い適正な人事に努める。

三　好　町

(5)専門委員会
・委員会は、判別等に当たり必要な資料の収集及び
　調査研究診断等を行うため、専門委員会を設置す
　ることができる。

次年度の学級編制協議書を県教委会へ提出(10月)｡
その後、児童生徒数の増減等により当初の協議時に
おける翌年度４月の学級数に差異の生じる学校につ
いては、その都度、県教委会と連絡をとり変更協議
を行う(10月～3月)。

三 加 茂 町 課　　題

(3)役員
・会長　 １人(委員の互選)
・副会長 ２人(委員の互選)
・書記　 １人(会長が委嘱)

(2)任期
・１年(補欠委員の任期は前任者の残任期間)

具体的調整方針

(5)専門委員会
・委員会は、判別等に当たり必要な資料の収集及び
　調査研究診断等を行うため、専門委員会を設置す
　ることができる。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

(4)診断員
・委員会に専門の事項を調査し、検査するために診
　断員を置くことができる｡
・教育長が委嘱し任期１年｡
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１１．教職員健康診断業務 １１．教職員健康診断業務
【事務手順】 【事務手順】
・ ・３月末に各学校へ、健診の日時場所を連絡。 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
・ ・

・ ・

・校医の診断はなし。 ・校医の診断はなし。

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・町　10割 ・町　10割

【検診委託料】 【検診委託料】
・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

１２．児童生徒健康診断業務 １２．児童生徒健康診断業務 ・ ・
・ ・

・ ・

・ ・

・

・ ・

対象者､項目､委託先､支払方法､保
護者負担等に差異がある。

眼科検診
　1､3､5年生対象に6月実施｡

三　好　町

身長、体重、視力、聴力検査、尿検査(糖、
蛋白、ウロビリ、潜血)、血圧測定、診察　 3,180円
血液検査(貧血(血色素、赤血球数)、
肝機能(GOT､GPT､r-GTP)、血中脂質(T-CHO､中性脂肪､
HDL-C)、血糖検査(血糖))、心電図検査 　　5,040円
結核検診(１件)　　　　　　　　　　　　　　840円
胃検診(１件)　　　　　　　　　　　　　　4,300円

各学校で医療機関と日程調整の上実施。

○中学校
　 尿検査(全員)
　 心電図検査(1年生)

・

・

・
・

内科､歯科
　4～6月上旬にかけて実施｡
　(水泳、マラソンの前検診を希望者のみ実施）

その他検査
○小学校
　 ぎょう虫検査(1～3年生)
　 尿検査(全員)
　 心電図検査(1年生)

各学校で医療機関と日程調整の上実施。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針

財団法人徳島県総合検診センターと委託契約
○委託契約内訳
　身長、体重、視力、聴力、尿、血圧、診察、
　血液(貧血、肝機能、血中脂質、血糖)、心電図、
　胃検診、結核検診

各学校長へ通知
　受診者の集約、日程割り、検査結果の通知

・

・

・
・

身長、体重、視力、聴力検査、尿検査(糖、
蛋白、ウロビリ、潜血)、血圧測定、診察　 3,180円
血液検査(貧血(血色素、赤血球数)、
肝機能(GOT､GPT､r-GTP)、血中脂質(T-CHO､中性脂肪､
HDL-C)、血糖検査(血糖))、心電図検査 　　5,040円
結核検診(１件)　　　　　　　　　　　　　　840円
胃検診(１件)　　　　　　　　　　　　　　4,300円

○中学校
　 尿検査(全員)
　 心電図検査(1年生)

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｡

その他検査
○小学校
　 ぎょう虫検査(低学年)
　 尿検査(全員)
　 心電図検査(1年生)

３月末に各学校へ、健診の日時場所を連絡。
財団法人徳島県総合検診センターと委託契約
○委託契約内訳
　身長、体重、視力、聴力、尿、血圧、診察、
　血液(貧血、肝機能、血中脂質、血糖)、心電図、
　胃検診、結核検査

各学校長へ通知
　受診者の集約、日程割り、検査結果の通知

内科､歯科､眼科､耳鼻科
　4～6月上旬にかけて実施｡
　(水泳、マラソンの前検診を希望者のみ実施)

耳鼻科検診
　全学年で保健調査し実施｡

耳鼻科検診
　1､3､5年生対象に6月実施｡
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・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

１３．就学時健康診断業務 １３．就学時健康診断業務 ・事務手順に差異。 ・
【概要】 【概要】
・ ・小学校入学予定者を対象に各幼稚園において実施。

【実施手順】 【実施手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・町　10割 ・町　10割

【検討課題】 【検討課題】
・実施方法、場所の検討。 ・

１４．教科書採択事務 １４．教科書採択事務 ・要調整。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
【概要】 【概要】
・ ・

①教育委員会で学校医の日程調整
　を行い計画作成。
②対象者に案内通知を９月中旬発
　送。
③学校医により実施。
④健診終了後、対象者に健診結果
　を随時通知｡
⑤実施後医療機関へ支払い｡

具体的調整方針

小学校入学予定者を対象に小学校
区単位で幼稚園において実施。

支払い業務
　健診終了後､教育委員会で支払｡

委託契約先
○尿､ぎょう虫検査
　 ﾋﾞｻﾞﾝ臨床検査ｾﾝﾀｰ㈱
○心電図検査
　 日本健康倶楽部徳島支部

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

平成18年度採択される教科用図書について、小学校
は平成17年度から、中学校は平成18年度から、それ
ぞれ改訂予定。三好町は西部地区教科用図書採択協
議会に属す。

委託契約先
○尿、ぎょう虫検査
　 ﾋﾞｻﾞﾝ臨床検査ｾﾝﾀｰ㈱
○心電図検査
　 日本健康倶楽部徳島支部

三 加 茂 町

合併にあたっては、実施方法、実施場所について検
討する必要がある。

支払い業務
　地教委で支払。

学校医等への報酬等支払い業務
　3月に町で支払。

日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ共済掛金
　保護者負担半額

①各学校で調整し計画作成｡
②対象者に案内通知を９月中旬発送。
③学校医により10月に実施｡
④健診終了後、対象者に健診結果を随時通知。
⑤実施後医療機関へ支払い｡

学校医等への報酬等支払い業務
  各学校の実施報告書により集約し3月に町で支払｡

課　　題

平成18年度採択される教科用図書について、小学校
は平成17年度から、中学校は平成18年度から、それ
ぞれ改訂予定。三加茂町は西部地区教科用図書採択
協議会に属す。

日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ共済掛金
　保護者負担半額

①教育委員会で学校医の日程調整を行い計画作成。
②対象者に案内通知を９月中旬発送。
③学校医により実施。
④健診終了後、対象者に健診結果を随時通知｡
⑤実施後医療機関へ支払い｡

小学校入学予定者(約60～70人)を対象に小学校区単
位で幼稚園において検診実施。
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【事務手順】 【事務手順】

１５．教科書無償給与事務 １５．教科書無償給与事務 ・要調整。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
【概要】 【概要】
・ ・

【事務手順】 【事務手順】

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・国　10割 ・国　10割

課　　題

・

・
・

具体的調整方針

５月　採択地区協議会設置
　　　第１回採択協議会
　　　教科別調査員の推薦と委嘱
６月　教科別調査委員会(調査研究の開始)
７月　第２回採択協議会
　　　教科書採択決定
　　　教科書の採択結果報告(県へ)
　　　管内小中学校への決定通知
　　　教科書需要数の報告

各学校は給与児童数報告書及び明細表、納入指示書
を教育委員会へ提出、教育委員会は取りまとめ県教
育委員会へ提出と同時に教科書取次店へ教科用図書
受領明細書を送付する。

・

国は採択された教科書について発行者と購入契約を
し､発行者は、教科書取次店へ依頼し、納入指示書に
基づき各学校へ納入され、児童生徒に給与される。

５月　採択地区協議会設置
　　　第１回採択協議会
　　　教科別調査員の推薦と委嘱
６月　教科別調査委員会(調査研究の開始)
７月　第２回採択協議会
　　　教科書採択決定
　　　教科書の採択結果報告(県へ)
　　　管内小中学校への決定通知
　　　教科書需要数の報告

国は採択された教科書について発行者と購入契約を
し､発行者は、教科書取次店へ依頼し、納入指示書に
基づき各学校へ納入され、児童生徒に給与される。

・

・
・

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

前期用教科書(４月)
　入学式又は１学期始業式当日に受領した教科書
後期用教科書(９月)
　２学期の始業式当日に受領した教科書
前期転学用教科書(９月)
　２学期始業式までに受領した教科書
後期転学用教科書(３月)
　9月1日から2月末までに受領した教科書、始業式の
　翌日から2月末までに受領した下巻の教科書

各学校は給与児童数報告書及び明細表、納入指示書
を教育委員会へ提出、教育委員会は取りまとめ県教
育委員会へ提出と同時に教科書取次店へ教科用図書
受領明細書を送付する。

前期用教科書(４月)
　入学式又は１学期始業式当日に受領した教科書
後期用教科書(９月)
　２学期の始業式当日に受領した教科書
前期転学用教科書(９月)
　２学期始業式までに受領した教科書
後期転学用教科書(３月)
　9月1日から2月末までに受領した教科書、始業式の
　翌日から2月末までに受領した下巻の教科書

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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・要調整。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
【事業の目的】 【事業の目的】
・ ・

【概要】 【概要】
・ ・

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・町10割 ・町10割

１７．スクールカウンセラー事業 １７．スクールカウンセラー事業 ・三加茂町のみ実施している。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
未実施 【目的】

・

【概要】
・

【事務手順】
・

【事業の負担割合】
・県　10割

１６．臨時教諭等措置事業(非常勤講師)

三 加 茂 町 具体的調整方針課　　題

教員定数内で補いきれない教科指導の確保のため、
町費の非常勤講師を委嘱し､教科指導の充実を図る｡

児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識、
経験を有する「スクールカウンセラー」を活用し、
児童生徒の問題行動や悩み、相談等の解決に資する
とともに、教師や保護者への指導・援助等を行う。

年度当初(４月)に依頼、委嘱(任期１年間)、一校で
学校教科指導にあたる。賃金は町の規定による。
　　平成16年度実績　なし

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

児童生徒が抱える多様な悩みや相談、不登校、暴力
行為の問題行動等について、専門的立場から生徒・
教師・保護者のカウンセリングを行い、指導､助言､
援助する。

県のスクールカウンセラー配置事業により希望中学
校へ派遣。
４月　派遣申請、委嘱
10月　次年度配置希望調査
３月　実績報告

三　好　町

１６．臨時教諭等措置事業(非常勤講師)

年度当初(４月)に臨時教諭
(講師)を依頼、委嘱(任期１年間)、各学校で教科指
導にあたる。賃金は、町臨時職員の規定による。
　　 平成16年度実績　なし

教員定数内で補いきれない教科指導の確保のため、
町費の非常勤講師を委嘱し､教科指導の充実を図る｡
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１８．ＡＬ(Ｅ)Ｔ派遣事業 １８．ＡＬ(Ｅ)Ｔ派遣事業 ・ ・
【目的】 【目的】
・ ・

【概要】 【概要】 ・勤務形態に差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

【事業費】 【事業費】
・ ・

１９．体験学習(小学校) １９．体験学習(小学校) ・ ・
【目的】 【目的】
・ ・

【概要】 【概要】
・宿泊訓練、スキー実習、社会見学等 ・宿泊訓練、スキー実習、社会見学等

【事務手順】 【事務手順】
・ ・

・ ・

旧町単位ごとに配置すれば、２人
の招致が必要。

これまでの注入型授業から課題解決型への授業改善
を図り､もって異文化に触れ､国際理解を深めるため
英語圏(米国)より１人招致し、三加茂中学校へ配置
している｡
なお、住宅近隣の住民及び、アシスタント通訳の強
力な援助をいただいている｡

学校外に教育の場を求め､体験学習を実施する(修学
旅行を除く)。

新町においても引き続き実施す
る。

個人負担、補助金等に差異がある

年度当初予算
町教育会会長より参加学年の人数等を勘案し、地教
委へ予算要望。

三加茂中学校　週５回(月～金)勤務
加茂小学校　　毎週月曜午前
三庄小学校　　毎週金曜午前
西庄小学校　　第１･３火曜日午後
絵堂小学校　　第２･４火曜日午後

予算執行
各学校が随時計画を定めて実施。実績に応じて支
出。

新町においても引き続き実施す
る。

具体的調整方針課　　題三 加 茂 町

全体事業費　 　　3,913千円
(内訳)
 報酬　　　　　　3,664千円
 旅費・住宅補助　　249千円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・
・
・

・
・
・
・
・

三好中学校　　　週５日(月～金)勤務
各小学校(３校)　曜日を決め月２回訪問
各幼稚園(３園)　必要に応じ訪問

三　好　町

これまでの注入型授業から課題解決型への授業改善
を図り、もって異文化に触れ､国際理解を深めるため
英語圏より１人招致し､三好中学校へ配置している｡

予算執行
各学校の代表者で随時計画を定めて実施。実績に応
じて支出。

年度当初予算
町教育会会長より参加学年の人数等を勘案し､地教委
へ予算要望｡

全体事業費　　　　　　　　　 　　　4,353千円
(内訳)
 報酬　　　　　　　　　　　　　　　3,600千円
 旅費(赴任・退任含)負担金等　　　　　753千円
 外国人指導助手赴任旅費補助金(H15)　800千円

学校外に教育の場を求め､体験学習を実施する(修学
旅行を除く)。
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【経費】 【経費】
・ ・

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・町　移送費(交通費)等

【協議を要する事項】 【協議を要する事項】
・ ・校外学習補助金(総合学習補助金)の調整が必要。

２０．体験学習(中学校) ２０．体験学習(中学校) ・種別、個人負担等に差異がある。 ・
【目的】 【目的】
・ ・

【概要】 【概要】
・ ・宿泊訓練、社会見学、職場体験等

【事務手順】 【事務手順】
・ ・

・ ・

【経費】 【経費】
・ ・校外活動補助　　661,200円

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・町　交通費等

新町においても引き続き実施す
る。

平成14年度実績
○幼稚園　４園   25千円
○小学校　４校　349千円

課　　題三 加 茂 町 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・
・

学校外に教育の場を求め､体験学習を実施する(修学
旅行を除く)。

年度当初予算
町教育会会長より参加学年の人数等を勘案し、地教
委へ予算要望。

予算執行
各学校が随時計画を定めて実施。実績に応じて支
出。

平成14年度実績
○連合小学校(5年) 291千円
　　少年自然の家派遣
○連合小学校(4年) 474千円
　　社会見学　　　155千円
　　スキー学習　　319千円

総合的学習補助金の調整。

学校外に教育の場を求め､体験学習を実施する(修学
旅行を除く)。

宿泊訓練、スキー実習、社会見学、職場体験等

三　好　町

町　交通費(バス借上料、諸経費の一部)等
個人負担(食費、諸経費等)

年度当初予算
町教育会会長より参加学年の人数等を勘案し、地教
委へ予算要望｡

予算執行
各学校の代表者で随時計画を定めて実施。実績に応
じて支出。

校外活動費補助　　　　　　 764,100円
①宿泊訓練補助金(1年生)　　351,600円
②スキー学習補助金(2年生)　312,500円

・
・
町　交通費等
個人負担(宿泊訓練,スキー学習)
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２１．通学バス運行業務 ２１．通学バス運行業務 ・三加茂町は実施していない｡ ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
【目的】 未実施
・

【事業概要】

【予算措置】

三 加 茂 町 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題三　好　町

・
・
・

増川小学校の休校及び三好中学校寄宿舎閉寮に伴
い、増川、東山地区の児童生徒の通学手段。

マイクロバス(11人乗)３台。
運転手３人を委託契約。

・
・

燃料費          513千円
修繕料          664千円
委託料        7,591千円
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１．遠距離通学費補助（小学校） １．遠距離通学費補助（小学校） ・三加茂町のみ実施している｡ ・通学の現状にあわせて調整する｡
未実施 【対象者】

・

【事務手順】
・

【補助金】
・

２．遠距離通学費補助（中学校） ２．遠距離通学費補助（中学校） ・三加茂町のみ実施している｡ ・通学の現状にあわせて調整する｡
未実施 【対象者】

・通学距離が６km以上の者。

【事務手順】
・通学費補助を学校長を通じて該当生徒家庭に支給。

【補助金】 ・ ・
・

【概要】 【概要】
・支給時期に差異がある。 ・三好町の例により統一する。

協　議　項　目

三庄小学校へ通学する者のうち町内に住所を有する
者｡

調整方針（案）

３．要保護・準要保護児童生徒の就学援助

三　好　町

３．要保護・準要保護児童生徒の就学援助

１ヶ月のバス定期代金の内､個人負担分1,000円を除
いた残り全額を町が負担。

課　　題

①支給対象となる経費項目と支給時期

教育部会

毛田校区から三庄小学校までのタクシー料金の全
額。町負担　10割

支給方法と補助金額に差異があ
る。

（１）各種補助事業については、合併までに調整する。
（２）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。
（３）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、町の補助基準を定める。
（４）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・償還については現行のとおりとする｡

・
・
・
・

・
・
・
・

平成17年度は現行のとおりとし、
平成18年度よりバス定期代金の全
額を補助｡

通学補助を受けている保護者の代表を通じて請求書
を交付。

　各種補助事業の取扱い

具体的調整方針三 加 茂 町

①支給対象となる経費項目と支給時期

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

学用品費(学用品、通学用品)　年２回(前期、後期)
新入学学用品(新１年生)　　　年１回(１学期中)
修学旅行費　　　　　　　　　年１回(実施後)
学校給食費　　　　　　　　　毎月(翌月始め)
医療費(医療券交付に基づき)　随時

学用品費(学用品、通学用品)　年２回
新入学学用品(新１年生)　　　年１回
修学旅行費　　　　　　　　　年１回
学校給食費　　　　　　　　　毎月
医療費(医療券交付に基づき)　随時
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②支給金額 ②支給金額 ・給食費に差異がある。 ・
・

【事務手順】 【事務手順】
①認定事務 ①認定事務 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

②支給事務 ②支給事務 ・合併までに調整する。

③国庫補助事業事務 ③国庫補助事業事務 ・差異がある。 ・県の指示等に従い処理する。

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・ ・国 1/2以内、町 1/2以上

４．奨学金支給事業（町独自） ４．奨学金支給事業（町独自） ・三好町のみ実施。 ・
【目的】 ○へき地出身者奨学基金あり(運用なし)
・

・

・
・

三好町民の子弟で経済的理由により、高等学校又は
それと同等以上の学校に進学又は在学することが困
難な者に対し貸付けるものとする｡

学校長が保護者等からの相談を受け、担当地区民生
委員の意見を添付して、町教委へ申請。
文部科学省の認定要領で区分するが、対象児童生徒
の生活状況、家庭状況を総合的に判断して認定。生
徒の認定。
4月当初認定者分　 5月認定
中途認定者分　　 随時認定

・

・
・

・
・
・

・
・

計画書提出(5～6月)
支給状況調査(8､12､2月)
補助申請(当初10月､変更2月)
実績報告(3月)

課　　題 具体的調整方針

・
・

小学校18人(全児童の4.31%)
中学校12人(全生徒の4.53%)

・
・

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

平成17年度より国庫補助が廃止さ
れ、交付税に算入される。

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､町の補助基準を定める｡

三 加 茂 町

・
・

③平成１５年度末の支給対象児童・生徒数

国の補助基準単価に同じ
給食費は全額支給

・
・

支給対象経費のうち、給食費を除いた額をその支給
時期に学校長を通じて給付。
給食費は給食ｾﾝﾀｰへ会計課より金融機関を通じ納付｡
学校は､保護者へ現物支給｡

支給対象経費のうち、給食費を除いた額をその支給
時期に学校長を通じて給付。
給食費は金融機関を通じ､給食センターへ直接納付｡
学校は保護者へ現金支給｡

合併時に廃止し、新町において検
討する。

・

・

・
・

・
・
・
・

但し、合併前の貸付・償還につい
ては現行のとおりとする｡

計画書提出(5～6月)
支給状況調査(1月)
補助申請(当初11月､変更3月)
実績報告(3月)

小学校42人(全児童の6.35%)
中学校21人(全生徒の5.66%)

・
・
・
・

学校長が保護者等からの相談を受け､町教委へ申請｡
町教委が担当民生委員の意見を聞く｡
文部科学省の認定要領で区分するが、対象児童生徒
の生活状況、家庭状況を総合的に判断して認定。
4月当初認定者分 　5月認定
中途認定者分　　 随時認定

国 1/2以内、町 1/2以上

三　好　町

国の補助基準単価に同じ
給食費補助(町の独自部分)
　最長児童生徒　　　 50%
　２番目の児童生徒　 80%
　３番目の児童生徒　100%

③平成１５年度末の支給対象児童・生徒数
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【貸し付け金額】

【貸し付け期間】
・在学校の最短修業期間。

【募集人員】

【出願手続き】

【奨学生の決定】
・

【免除制度】

【付属機関】
○名称
・三好町奨学資金運営委員会
○委員
・

三好町奨学資金貸付申請書
三好町奨学生調書
町長が証明する所得及び資産証明書
誓約書及び保証書

奨学生は出願者の内より予算の範囲内において、委
員会が本人の学業成績、思想、健康状態、家庭の資
産などの事項を審査して決定する。ただし、入学前
の者については、採用予定者として入学と同時に奨
学生とする｡

奨学生が死亡したとき。
障害などのため就業がいちじるしく困難になり償還
が不能と認められるとき｡
その他特別の事由を認められるとき。ただし、償還
を免除されたものであっても、その事由がなくなっ
たと認められるときは､償還を命ずることができる｡

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

助役、議会議員３人、教育委員、中学校長、民生委
員会３人、学識経験者若干名(町長が委嘱)

課　　題

高等学校　　　　　　　　５人以内
高等専門学校、専門学校　３人以内
大学、短大　　　　　　　５人以内

・
・

・

・
・
・

三 加 茂 町

・
・
・
・

・
・
・

高等学校　　　　　　　　月額12千円
高等専門学校、専門学校　月額21千円
大学、短大　　　　　　　月額36千円

具体的調整方針
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○役員

○任期

○事務局
・町教育委員会
○会議の開催

・要調整。 ・
【目的】 【目的】
(1)校外活動費 (1)校外活動費
・ ・

(2)クラブ活動補助 (2)クラブ活動補助
・ ・

【事務手順】 【事務手順】
・ ・ｸﾗﾌﾞ活動補助　　881,080円　平成14年度実績

【概要】 【概要】
・年度当初､学校へ予算配分｡ ・年度当初､学校へ予算配分｡

【事業の負担割合】 【事業の負担割合】
・町　10割 ・町　10割

６．ヘルメット購入補助事業 ６．ヘルメット購入補助事業 ・ ・新町に引き継ぐ｡
【目的】 未実施
・

【概要】

三好町のみ実施(総務費から支
出)。

新町に引き継ぐ｡
交通事業関係で確認済。

・
・

中学校生徒の通学用ヘルメット購入費用の１部補助
により、通学における安全確保と保護者の負担軽減
を図る｡

学校外で開催されるクラブ活動に伴う選手派遣費
等。

５．クラブ活動等補助

ｸﾗﾌﾞ活動補助　　776,980円　平成14年度実績

５．クラブ活動等補助

学校外に教育の場を求めて実施する学校行事に対す
る補助費。

平成15年度実績　三好中学校　53人
補助対象者
　自転車通学を許可された三好中学校の生徒(新入
　生)で､学校指定のヘルメットを購入する者｡
補助内訳　１人当り　1,000円

・
・

・

・
・

・
・

・
・
・

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題

委員長　　　　委員の互選
副委員長　　　委員の互選
事務局長　　　教育長

２年(再任を妨げない)
補欠委員　前任者残任期間

定例会　年１回
臨時会　委員長が必要と認めた時

学校外に教育の場を求めて実施する学校行事に対す
る補助費。

学校外で開催されるクラブ活動に伴う選手派遣費
等。

新町においても引き続き実施す
る。

具体的調整方針三 加 茂 町
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【事務手順】

【事業の負担割合】
・町　１人当り1,000円｡
・

【協議を要する事項】
・

７．学校保健会事業補助 ７．学校保健会事業補助
【県学校保健会負担金】 【県学校保健会負担金】 ・要調整。 ・
・ ・

【災害共済掛金】 【災害共済掛金】 ・継続について協議。 ・
(日本スポーツ振興センター) (日本スポーツ振興センター)
・ ・

【学校保健委員会】 【学校保健委員会】 ・三好町のみ設置している。 ・新町においては設置しない。
なし

８．各種補助金 ８．各種補助金
【事務手順】 【事務手順】 ・要調整。 ・合併までに調整する。

【補助金】 【補助金】 ・要調整。 ・合併までに調整する。
・各種団体補助金等 ・各種団体補助金等

補助対象経費外部分は､保護者負担｡

三好中ＰＴＡより､自転車通学生以外の生徒への適用
拡大の要望あり｡

三 加 茂 町 課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

中学校より対象者名簿提出｡
中学校に補助金交付｡

・
・

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・

予算要求書の受理
予算措置額の通知
各機関、団体が事業実施に応じて補助金申請
補助金交付
実績報告書(事業報告)の受理

予算要求書の受理
予算措置額の通知
各機関、団体が事業実施に応じて補助金申請
補助金交付
実績報告により補助金交付

・
・
会　　議　　年２回程度
町補助金　　63,000円

・
・
・

新町においても引き続き実施す
る。小､中学校　各人数 9円

　小学校418人+中学校265人＝683人
　683人 9円＝6,147円

学校､幼稚園の管理下(通学､通園含)で発生した災害
に対して災害共済給付(医療費､障害見舞金､死亡見舞
金)を行い､保護者の経済的負担を軽減し､学校教育が
円滑に実施されることを助けていく為の制度の掛金｡

小学校　193,704円(町費分)
中学校　125,615円(町費分)
幼稚園　  5,035円(町費分)　平成14年度実績

小学校　　574,385円
中学校　　324,625円
幼稚園　　 34,515円　平成14年度実績

小､中学校　各人数 9円(5月1日現在)
　小学校661人+中学校371人＝1032人
　1,032人 9円＝9,288円　　平成14年度実績

学校､幼稚園の管理下(通学､通園含)で発生した災害
に対して災害共済給付(医療費､障害見舞金､死亡見舞
金)を行い､保護者の経済的負担を軽減し､学校教育が
円滑に実施されることを助けていく為の制度の掛金｡

新町においても引き続き実施す
る。

・
・
・

具体的調整方針三　好　町

-
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-



１．幼稚園事業 １．幼稚園事業
【概要】 【概要】 ・入園対象年齢に差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

【事務手順】 【事務手順】 ・ ・三加茂町の例により統一する。

【配置状況】 【配置状況】 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

２．保育料等 ２．保育料等
【入園料】 【入園料】 ・三好町は入園料を徴収している。
・園児一人　　入園時　400円 なし ・入園料は徴収しない。

【保育料】 【保育料】 ・差異がある。
・園児１人　　月額　4,000円 ・園児１人　　月額　4,500円

・園児１人 　月額　4,000円
【事務手順】 【事務手順】 ・徴収方法に差異がある。 ・合併までに調整する｡
・ ・毎月１０日に口座振替。

課　　題

加茂幼稚園　　園長１人　教諭４人
三庄幼稚園　　園長１人　教諭２人
西庄幼稚園　　園長１人　教諭１人
絵堂幼稚園　　園長１人　教諭１人

入園願は毎年２月中旬までに園長に提出｡
入園許可は園長が行なう｡
園児の入園期は、毎年４月とする。ただし、事情に
より随時入園を許可することができる｡
園児を退園させようとする保護者は、その理由を具
して園長に提出｡

・
・
・

・

幼稚園の管理、運営｡
満３歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児保
育｡

・
・

入園願いの提出期限に差異があ
る。

・
・
・
・

教育部会

具体的調整方針三 加 茂 町

　幼稚園の取扱い

（１）幼稚園事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（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。

三　好　町

協　議　項　目

調整方針（案）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

毎月５日に保育料を徴収。
ただし、４月及び１月については１５日に徴収。

・
・
・

・

幼稚園の管理、運営｡
足代及び昼間幼稚園にあっては満５歳から、東山幼
稚園にあっては満４歳から小学校就学の始期に達す
るまでの幼児保育｡

入園願は毎年１２月中～下旬までに園長に提出｡
入園許可は園長が行なう｡
園児の入園期は、毎年４月とする。ただし、事情に
より随時入園を許可することができる｡
園児を退園させようとする保護者は、その理由を具
して園長に提出｡

・
・

昼間幼稚園　　園長１名　教諭１名
足代幼稚園　　園長１名　教諭１名
東山幼稚園　　園長１名　教諭１名

・
・
・

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。

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。
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３．保育料の減免 ３．保育料の減免 ・金額、対象者等に差異。
【減免金額】 【減免金額】

・１ヶ月　全額 ・三加茂町の例により統一する。
　　入園料及び保育料の全額

　　入園料及び保育料の３分の２

　　入園料及び保育料の２分の１

【対象者】
・教育委員会において､特別の事情があると認めた者｡
・

【事務手順】

４．給食 ４．給食 ・ ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
(1)完全給食 (1)完全給食
・週５回 ・週５回
(2)調理方式 (2)調理方式
・町学校給食センターで調理 ・ドライ方式
(3)実施場所 (3)実施場所
・教室 ・保育室
(4)給食費徴収方法 (4)給食費徴収方法
・口座振替、毎月引き落とし ・口座振替
(5)給食費 (5)給食費
・１食　　240円 ・１食　　250円 ・１食　　250円

５．入・退所事務 ５．入・退所事務
(1)入園事務 (1)入園事務 ・差異がある。 ・三加茂町の例により統一する。

具体的調整方針

・
・
幼稚園保育料減免措置申請書提出。
交付決定。

三 加 茂 町 課　　題

運用として要保護、準要保護該当者及び児童福祉施
設(愛育園)入所者に適用。

１月中旬に住民基本台帳出力に基づき、入園通知書
を発送(１月下旬)
住民基本台帳(２～３月異動分)に基づき｢入園通知
書｣を発送(２～３月)
途中入園については、幼稚園で事務処理をし、地教
委へ報告がある｡

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。

(1)生活保護世帯及び町民税の所得割の非課税世帯

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

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。

三　好　町

給食費の金額、徴収方法等に差異
がある。

(2)当該年度の町民税の所得割額が5,000円以下の世帯
　 (１世帯２人以上課税の場合、合計額)

(3)当該年度の町民税の所得割額が5,000円以上10,000
　 円以下の世帯(１世帯２人以上課税の場合､合計額)

・

・

・

・
・
・

住民基本台帳出力に基づき、入園通知書を発送
住民基本台帳に基づき｢入園通知書｣を発送(異動分)
途中入園については、幼稚園で事務処理をし、地教
委へ報告がある｡
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(2)退園事務 (2)退園事務
・ ・

６．園長 ６．園長
【従事者】 【従事者】

【園長手当】 【園長手当】
・金額の調整。 ・各園長　20,000円

保護者からの連絡により、幼稚園で処理し、地教委
へ報告がある。(幼稚園の処理在園証明書発行)

三 加 茂 町

加茂幼稚園　加茂小学校長が兼務
三庄幼稚園　三庄小学校長が兼務
西庄幼稚園　西庄小学校長が兼務
絵堂幼稚園　絵堂小学校長が兼務

・
・
・

・
・
・
・

加茂幼稚園　20,000円
三庄幼稚園　20,000円
西庄幼稚園　20,000円
絵堂幼稚園　20,000円

昼間幼稚園　昼間小学校長が兼務
足代幼稚園　足代小学校長が兼務
東山幼稚園　東山小学校長が兼務

昼間幼稚園　30,000円
足代幼稚園　30,000円
東山幼稚園　30,000円

・
・
・

・
・
・
・

保護者からの連絡により、幼稚園で処理し、地教委
へ報告がある。(幼稚園の処理在園証明書発行)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針課　　題三　好　町
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１．完全給食 １．完全給食 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
・週５回 ・週５回

２．調理方式 ２．調理方式 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
・共同調理場ウェット方式 ・ドライ方式

３．給食費徴収方法 ３．給食費徴収方法 ・金額に差異がある。
・口座振替 ・口座振替 ・三加茂町の例により統一する。

口座振替

４．実施場所 ４．実施場所 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
・教室及びランチルーム。 ・保育室、教室。

５．物資購入方法 ５．物資購入方法 ・差異がある。 ・合併までに調整する。
・ ・

６．献立作成 ６．献立作成 ・要調整。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
・センター(栄養士）において作成。 ・栄養士を中心に検討し決定｡

７．給食センター ７．給食センター
【職員構成】 【職員構成】 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

・

教育部会

課　　題 具体的調整方針三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

協　議　項　目 　学校給食の取扱い

（１）学校給食事業については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（２）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年度より三加茂町の例により統一する。

三　好　町

所　長　　　　１人
係　長　　　　１人
栄養士(県職)　１人
調理員　　　　４人(米飯給食時臨時２人追加)

野菜､果物類については､町内業者で見積入札を行い
選定｡その他については､安定供給並びに適正価格の
維持等努める業者より購入｡町外業者からはほとんど
県学校給食会で一括購入｡

①小学校　＠250円 日数 人数
②中学校　＠270円 日数 人数
③幼稚園　＠250円 日数 人数

・
・
・
・

給食センターの統合について協議
が必要。

所　長　　　　１人
運転手　　　　２人
栄養士(県職)　１人
調理員　　　　８人

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。

調整方針（案）

①小学校　250円 日数 人数
②中学校　270円 日数 人数
③幼稚園　250円 日数 人数

・
・
・
・

①小学校　240円 日数 人数
②中学校　260円 日数 人数
③幼稚園　240円 日数 人数

県学校給食会及びその他を指定し、献立表に応じ指
定業者に発注し購入。
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【給食調理員研修会】 【給食調理員研修会】 ・差異がある。 ・
・毎年夏休みに２回。 ・毎年夏休みに３回。

【学校給食施設台帳】 【学校給食施設台帳】 ・新町においても整備する。
・毎年５月に更新している。 ・毎年５月に更新している。

８．付属機関 ８．付属機関 ・組織員等に差異がある。 ・合併までに調整する。
【名称】 【名称】
・三好町学校給食センター運営委員会 ・給食センター運営委員会

【目的】 【目的】
・学校給食の運営を適正かつ円滑ならしめるため。 ・

【活動内容等】 【活動内容等】

【委員等の構成】 【委員等の構成】
・ ・

【任期】 【任期】
・１年とする。但し、再任は妨げない。 ・

【役員】 【役員】
・会長、副会長、事務局長 ・会長、副会長、監事、書記及び会計

【活動の状況】 【活動の状況】
・毎年１回開催し、審査、助言を行っている。 ・会議は会長が召集する。

・
・
・
・
・
・

・
・

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｡

献立及び調理運搬の改善向上に関すること。
学校給食についての保健衛生とその管理に関するこ
と。
研修会及び講習会の開催。
学校給食に関する施設整備の充実改善に関すること｡
給食に関すること。
その他学校給食に関し必要な事項。

・
・

・
・
・
・

学校給食の円滑な実施及びその向上発展を図ると共
に教育委員会の諮問に応じて答申し、必要な意見を
図ることを目的とする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針三 加 茂 町三　好　町

１年とし、再任は妨げない。但し、補欠役員の任期
は前任者の残任期間とする。

教育長、関係各学校長、関係各学校PTA会長、
関係各学校PTA母親代表、所長、
その他教育委員会が必要と認めた者。

町議会議員、関係各学校長、関係各学校PTA会長、
民生委員代表、町関係、学校医代表、薬剤師代表、
学識経験者

給食費の徴収額の審査。
給食に関する施設、設備の充実改善に関すること。
献立及び調理運搬等の向上に関すること。
学校給食に対する啓蒙理解に関すること。
給食費に関すること。
学校給食についての保健衛生とその管理に関するこ
と｡
研修会及び講習会の開催に関すること。
その他学校給食に関し、必要な事項。
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 日程１３            協議第１２３号 
 
 

社会教育事業関係について（再協議案） 
 
 
各種事務事業の取扱いのうち、社会教育事業関係について提出する。 

 
 

平成１７年 ２月１０日 提出 
 
 

三好町・三加茂町合併協議会 
会 長  川 原 義 朗 

 
 

社会教育事業関係について 

 
（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。 
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（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ＰＴＡ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。 
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２４－２１．社会教育事業関係

１．社会教育委員 １．社会教育委員 ・ ・
 (1)定数 ２０人以内  (1)定数 ２０人

 (2)選出区分  (2)選出区分

 (3)任期  (3)任期
○２年 (H14.4.1～H16.3.31) ○２年 (H15.9.7～H17.9.6)

 (4)役員  (4)役員

 (5)会議の開催  (5)会議の開催

 (6)報酬  (6)報酬
○年額　12,000円 ○年額　11,000円

調整方針（案）

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

教育部会

人数､任期及び報酬額等について､
同規模の自治体の例をもとに合併
までに調整する。

協　議　項　目 　社会教育関係

（１）社会教育委員及び社会教育指導員については、同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する。
（２）生涯教育推進協議会については、合併までに協議し新町発足後設置する。
（３）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。
（４）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。
（５）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。
（６）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。
（７）町史の編纂・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。
（８）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。
（９）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。
（10）青年団及び婦人会等の公共的団体については、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努める。
（11）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。

特別職の身分の取扱いにおいて、
調製方針が次のとおり確認されて
いる。
①現に２町で設置されていて、新
　町において引き続き設置する必
　要があるものは、原則として統
　合する。
②①以外で、設置されているもの
　は、合併までに調整する。
③人数、任期、報酬額等は、同規
　模の自治体の例をもとに調整す
　る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○委 員 長（任期１年）
○副委員長（任期１年）

○定例会　年２回
○臨時会　必要な場合開催

○学校教育関係者
○社会教育関係者
○学識経験を有する者

○町内学校長若干名
○団体機関代表若干名
○学識経験者若干名

○委 員 長（任期２年）
○副委員長（任期２年）

○定例会　年２回
○臨時会　必要な場合開催

-
 
3
8
6
 
-



２．社会教育指導員 ２．社会教育指導員 ・ ・
 (1)任期 １年  (1)任期 １年

 (2)人員 １人  (2)人員 １人 ・新町において設置するのか。

 (3)勤務  (3)勤務

 (4)報酬  (4)報酬
○月額　143,000円 ○月額　110,000円

３．生涯教育推進協議会 ３．生涯教育推進協議会 ・附属機関である。 ・
該当なし  (1)目的 ・

 (2)事業内容

 (3)委員構成

 (4)任期 ２年
※教育委員会が委嘱

 (5)役員

社会教育委員と同じく、特別職の
身分の取扱いにおいて、調製方針
が確認されている。

人数､任期及び報酬額等について､
同規模の自治体の例をもとに合併
までに調整する。

合併までに協議し、新町発足後設
置する。附属機関は、事務組織・機構の取

扱いにおいて、合併時に調整する
ことが確認されている。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 具体的調整方針課　　題三 加 茂 町

○原則週24時間程度
○４週間を通じ15日以内

○生涯教育の視点に立ち創造性に富み、心身ともに
　健康で人権尊重の精神と公共性や主体性豊かな人
　間形成を図るとともに情報化、国際化、高齢化等
　の社会環境の変化に対応できる郷土愛豊かな町民
　の育成を目指す。

○年間社会教育計画の策定。
○研修会、各種講座の開催。
○社会教育振興大会の開催。
○その他必要と認める事業。

○原則週３日以上
○４週間を通じ20日以内

○町長
○教育長
○生涯学習課長
○三加茂町社会教育委員
○公民館運営審議会委員

○会長　　１人
○副会長　２人

-
 
3
8
7
 
-



 (6)会議の開催
○年２回程度

 (7)報酬 なし

 (8)町補助金 250,000円

４．生涯学習関連表彰業務 ４．生涯学習関連表彰業務 ・ ・
 (1)概要  (1)概要

○町表彰条例に基づく。

 (2)表彰の種類  (2)表彰の種類 ・種類、時期等に差異。
○感謝状表彰等 ○功労表彰及び善行表彰

 (3)表彰の時期  (3)表彰の時期
○社会教育振興大会(毎年2月実施)の際。

 (4)慣行  (4)慣行

５．広報誌発行業務 ５．広報誌発行業務
・２町同一。 ・新町においても、町広報を通じて

紹介していく。

○町表彰条例に基づき、次の場合表彰する。
①孝行、節婦、その他徳行卓越し他の範とするに
　足る者。
②学術、芸術上の発明、改良、創作に関し事蹟顕
　著な者｡
③文化教育事業等の振興に関し功績特に顕著な者｡
④児童、生徒で特別善行の者。
⑤教育者で特に功績顕著な者。

○町広報を通じて、趣味講座等の活動を紹介。

○毎年度11月3日に行う。
○必要のつど臨時に行う。

○次の各号に該当する者(団体を含む)。

○文化教育事業等に功績があった者(団体)を表彰す
　る。
○三好町教育委員会ほう償規則

①職務上の成績が特に優秀な者。
②職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫
　考案した者。
③永年にわたり教育委員会事務局及び教育委員会
　の所管に属する学校又は教育機関に勤務して成
　績優秀な者。
④その他、表彰又は感謝の意を表するに値すると
　認められる成績又は行為のあった者。

○町広報を通じて、趣味講座等の活動を紹介。

三好町のほう償規則は、合併時に
廃止し、町表彰に統一すること
が、学校教育事業の取扱いにおい
て確認されている。

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。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三　好　町 三 加 茂 町 課　　題

-
 
3
8
8
 
-



６．各種講座の開催 ６．各種講座の開催
 (1)公民館教室  (1)生涯学級 ・種類、内容等に差異。 ・
○概要 ○概要
 ･毎年5月から3月までの期間開催している。 ・

・

・

○種類 ○種類

○講師謝礼 ○講師謝礼

○会費 ○受益者負担
なし  ･各講座で会費を集め運営。

○町負担 ○町負担
 ･講師料のみ

 (2)ＩＴ講習  (2)ＩＴ講習
○目的 ○目的 ・実施方法等に差異。 ・

・事業の継続について。
○概要 ○概要

○町負担 ○町負担
 ･なし  ･報 償 費　240,000円(講師料１回 2,000円)

 ･役 務 費　毎月7,000円
　　　　　　 (NTT回線使用料､ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞ料金)
 ･消耗品費　 40,000円

課　　題

 ･年額　100,000円(=10,000円 10人)

 ･パソコン機器の導入　H12年度に60台整備
 ･パソコン入門講座 　 H15年度 5講座
 ･町パソコンクラブに講師依頼。

 ･生涯学習課が事務局担当。
 ･講師先生を中心に実施日、学習内容を計画して実
　施。
 ･役場２階ロビーへの展示、環境美化、スポーツレ
　クレーション、三加茂まつり、人権教育講演、男
　女共同参画フェスティバル、研修視察、社会教育
　振興大会、ふれあい文化まつりに参加。

 ･一斉学習講座　　　　　(年10回)
 ･生け花講座　　　　　　(月１回)
 ･編み物、手芸講座　　　(月２回)
 ･水墨画講座　　　　　　(月２回)
 ･習字講座　　　　　　　(月２回)
 ･踊り講座　　　　　　　(月２回)
 ･パソコン初、中級講座　(月４回)
 ･西洋画講座　　　　　　(月２回)
 ･着付け講座　　　　　　(月２回)

 ･パソコン機器の導入　H12年度に20台整備
 ･パソコン入門講座　　H15年度 6回 2教室
 ･公民館教室において実施､県に講師派遣依頼｡

合併までに調整し、内容の充実に
努める。

合併までに調整し、内容の充実に
努める。

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。

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。

総合窓口への教育委員会職員の配
置が必要。

具体的調整方針

 ･ﾊﾟｿｺﾝの初歩的な取扱い､特にｲﾝﾀｰﾈｯﾄや電子ﾒｰﾙの
　基礎的知識を学び､社会生活に生かす｡

三　好　町 三 加 茂 町

 ･三加茂町生涯学級補助金　200,000円
 ･大藤生涯学級補助金　　　 50,000円
 ･西庄生涯学級補助金　　　 50,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ･1回　5,000円又は10,000円(月2回開催)

 ･太極拳教室　　　(月2回)
 ･リフォーム教室　(月2回)
 ･手話教室　　　　(月2回)
 ･ＩＴ教室　　　　(6回 2教室)

 ･ﾊﾟｿｺﾝの初歩的な取扱い､特にｲﾝﾀｰﾈｯﾄや電子ﾒｰﾙの
　基礎的知識を学び､社会生活に生かす｡

-
 
3
8
9
 
-



 (3)高齢者学級  (3)高齢者学級
該当なし ○概要 ・事業の継続について。 ・

・対象、内容等に差異。
・

○受益者負担
なし

○町負担

 (4)英会話教室  (4)英会話教室
○目的 ・事業の継続について。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

・

○概要
・差異あり。

○町負担
なし

 (5)郷土史講座  (5)郷土史講座
○目的 該当なし ・三好町のみ実施。 ・

○概要

○町負担

課　　題

社会福祉協議会等の福祉部門にお
いて､同様の事業を実施している｡

ＡＥＴは引き続き招致することが
学校教育事業の取扱いにおいて確
認されている。

 ･生涯学習の一環として、英語教育の充実や地域的
　な国際交流の促進を目指す。

三 加 茂 町

 ･招致外国語指導助手により毎週木曜日実施。
 ･初級 19:00～20:00
 ･上級 20:00～21:00

三　好　町

 ･三好町を中心とする歴史、地理、民俗、文化財、
　民話、伝統などを研究し、ふるさとの文化の向上
　に努める。

 ･総会　　　１回
 ･講演会　　１回
 ･研修視察　１回
 ･歴史探訪　１回

○町の教室として実施していないが、外国人講師を
　中心に住民が自主的にサークル活動を行っている｡

具体的調整方針

 ･生涯学習課が事務局担当。
 ･町在住65歳以上の男女により構成。
 ･環境美化、スポーツレクレーション、三加茂まつ
　り、人権教育講演、転倒防止講座、社会教育振興
　大会、ふれあい文化まつりに参加。

合併時に廃止し、新町において新
しい講座の開設を検討する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

合併までに福祉部門と協議し、廃
止の方向で調整する。

 ･三加茂町高齢者学級補助金　250,000円
 ･大藤高齢者学級補助金　　　 50,000円

 ･報償費　　　　　　 50,000円
 ･使用料及び賃借料　140,000円

-
 
3
9
0
 
-



７．成人式 ７．成人式 ・時期、内容等に差異。 ・
 (1)対象者  (1)対象者

 (2)実施時期  (2)実施時期
○毎年１月３日 ○毎年１月４日
○10時開会(９時半から受付) ○10時開会(９時半から受付)

 (3)場所  (3)場所
○式　典　　町中央公民館４階ホール ○式　典　　町ふれあいプラザ多目的ホール
○祝う会　　吉野川ハイウェイオアシス

 (4)式次第  (4)式次第
①国歌斉唱 ①国歌斉唱
②教育委員会あいさつ ②教育委員会告辞
③町長式辞 ③町長あいさつ

⑥新成人からのメッセージ(謝辞) ⑥ビデオ上映
※以上、簡素に行う。 ⑦成人代表謝辞並びに誓いの言葉

※以上、簡素に行い約１時間｡

 (5)事務手順  (5)事務手順

 (6)予算  (6)予算

○年度内に満20歳を迎える町民・町出身者。

　町内在住新成人(若干名)で実行委員会を組織し協
議の上教育委員会事務局で行う。
①住民基本台帳より新成人該当者の名簿を作成。
②住基台帳にはないが、町出身者等で出席を希望す
　る者は申出により名簿に追加。
③10月後半から該当者に案内状送付。
④12月発行の町広報に式典開催の案内掲載。
⑤記念品を検討、手配。
⑥実行委員会によって司会進行を行う。
⑦受付簿で出席者を確認し、後日､記念写真を送付｡

※式典終了後
　　記念撮影(町内2業者へ1年交替で発注)

④記念品贈呈(町長から新成人代表へ)

○記念品　　 325,000円(=2,500円 約130人)
○記念写真　 153,000円(=900円 約170枚)
○消耗品費　　20,000円
○印刷製本費　20,000円(成人式名簿代)
○通信運搬費　40,000円(案内ﾊｶﾞｷ､写真送付)

課　　題

○年度内に満20歳を迎える町民・町出身者。

※式典終了後
　　記念撮影および祝う会

　実行委員会等を組織せず、教育委員会事務局で行
　う。
①住民基本台帳より新成人該当者の名簿を作成。
②住基台帳にはない三好中学校の卒業生も名簿に追
　加。
③11月中旬に該当者に往復ハガキで案内状を送付。
④記念品を検討、手配。
⑤受付簿で出席者を確認し、後日､記念写真を送付｡

④記念品贈呈(町長から新成人代表へ)
⑤来賓祝辞(町議長、町選管委員長)

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
や内容等については、新町発足後
調整する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 具体的調整方針

⑤来賓祝辞(県議、町議長、町選管委員長)

○記念品　　146,475円(=1,500円 約93人)
○記念写真　103,950円(=900円 110枚)
○需要費　　318,133円
○役務費　　 12,800円

-
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-



８．町史の編纂・販売 ８．町史の編纂・販売 ・要調整。 ・
 (1)町史の編纂  (1)町史の編纂

 (2)町史の保管・販売  (2)町史の保管・販売

９．チャレンジ徳島推進事業 ９．チャレンジ徳島推進事業 ・事業の継続について。 ・
 (1)事業概要 未実施
【美しいまちづくり事業】
○クリーン作戦 ・

○花いっぱい運動

【特色ある郷土づくり】
○お焚き上げ行事

○見舞い返し廃止運動

○伝統芸能保存事業
 ･各種伝統芸能の保存。
○たくましい体力づくり

 (2)経費

○中央公民館第２図書室にて保管。
○購入希望者に随時販売。
○代金は納付書発行もしくは現金で納入。
○価格(送料別)
 ･歴史編　　　　町外5,000円　町内1,500円
 ･地域誌民俗編　町外4,000円　町内1,500円

 ･見舞い返しに代えて礼状を使用するよう役場窓口
　に備えている。

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。

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・
販売を取扱う。

三 加 茂 町

○総務課及び教育委員会にて計３冊保管。
○販売なし。
○編纂後は未定。

○平成17年2月末の発行を目標に編集作業中。
○議会事務局が所管。

クリーン作戦、花いっぱい運動及
びお焚炊き上げ行事については、
担当部署を替えて実施する。

課　　題

○平成9年10月1日発行(地域誌民俗偏)

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 具体的調整方針

 ･クリーン作戦時に町の花サルビアを8,000本配布。

 ･5月の第2日曜日に町内一斉に実施。

○運営費　　　 83,000円
○推進費　　1,500,000円

 ･秋にパンジーの苗と葉牡丹を県道沿いのみに配布｡

 ･8月31日に灯篭流しに代わるお焚き上げ行事を実
　施。

-
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 (3)チャレンジ徳島推進協議会 ・附属機関である。 ・合併時に廃止する。
・

○報酬
なし ・

○町補助金
 ･年額　　120,000円

１０．社会教育振興大会 １０．社会教育振興大会
該当なし  (1)運営主体 ・内容等に差異あり。 ・

○町及び町教育委員会

 (2)実施時期
○毎年２月

 (3)内容
○功労者表彰・記念講演等

 (4)事務手順

１１．青年団 １１．青年団 ・公共的団体である。 ・
 (1)名称  (1)名称 ・
○三好町青年団 ○三加茂町青年連合会

 (2)人員  (2)人員
○２５人 ○休会中 ・事務局の担当について。

 (3)組織  (3)組織

具体的調整方針

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

附属機関は、事務組織・機構の取
扱いにおいて、合併時に調整する
ことが確認されている。

○協議会としての活動はないが、各事業の実行委員
　会により実行されている。

○会　長　　１人
○副会長　　２人
○事務局　　１人
○会　計　　１人
○監　査　　２人
※事務局は青年団が担当

○内容協議・検討
○資料作成
○案内状送付
○会計管理

○休会中
※事務局を生涯学習課が担当していた。

特別職ならば報酬や町予算で対応
すべきであり、その金額について
は、特別職の身分の取扱いにおい
て確認済。

課　　題

できる限り合併までに調整し、新
町発足時に統合するよう努める。

新町の生涯教育推進協議会におい
て検討し、実施する。

-
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-



 (4)事業  (4)事業
○夏祭り等の企画及び参加。

 (5)町補助金  (5)町補助金
○休会中のため未支出。

１２．婦人会 １２．婦人会 ・公共的団体である。 ・
 (1)名称  (1)名称 ・
○三好町婦人連合会 ○三加茂町婦人会連合会

 (2)人員  (2)人員
○約１，０００人 ○１，３００人 ・事務局の担当について。

 (3)組織  (3)組織

 (4)事業  (4)事業

 (5)町補助金  (5)町補助金
○活動費補助　　 250,000円

○会　長　　　１人
○副会長　　　４人
○会　計　　　１人
○監　事　　　２人
○顧　問　　若干名
○理　事　　若干名
※事務局は婦人会が担当

○会　長　　　１人
○副会長　　　５人
◯理　事　　１２人
○庶　務　　　１人
○会　計　　　１人
○支部長　　  ４人
◯監　事　　　２人
※事務局は婦人会が担当

課　　題

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

具体的調整方針

できる限り合併までに調整し、新
町発足時に統合するよう努める。

三　好　町 三 加 茂 町

○中学生に対して三加茂青年太鼓を指導。
○組織自体は休会中。

○200,000円
　　※実績に応じて支出

○総会、理事会等会議の開催
○水辺の楽校参加
○三加茂まつり参加
○同和教育参加
○河川美化運動
○少年非行決起集会
○防災セミナー

○総会等会議の開催
○夏まつりへの参加
○婦人会研修会
○緑の募金協力
○お焚き上げ協力
○敬老会
○みよし苑遠足介助
○施設訪問

○活動費補助　 　　　　　　　　260,000円
○県婦人教育指導者研修費補助金　50,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
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-



１３．ＰＴＡ連合会 １３．ＰＴＡ連合会
 (1)名称  (1)名称 ・公共的団体である。 ・
○三好町ＰＴＡ連合会 ○三加茂町ＰＴＡ連合会 ・

 (2)組織  (2)組織

 (3)役員  (3)役員

 (4)事業  (4)事業

 (5)町補助金  (5)町補助金
○活動費補助　 　120,000円 ○活動費補助　　 80,000円

 (6)自主財源  (6)自主財源
なし

１４．菊友会 １４．菊友会
該当なし  (1)名称 ・公共的団体である。 ・

○大楠菊友会 ・

 (2)目的
○町花である菊作りの推進。

・事務局の担当について。
 (3)人員
○２０人

 (4)役員
○会　長　　　１人
※事務局を生涯学習課が担当

○総会　　　１回
○役員会　　適時開催
○振興大会
○球技大会

○総会　　　　　　　１回
○役員会　　　　　　適時開催
○母親ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会　１回
○父親ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会　 １回

できる限り合併までに調整し、新
町発足時に統合するよう努める。

課　　題

○三加茂中学校ＰＴＡ会員
○町内各小学校ＰＴＡ会員
○町内各幼稚園ＰＴＡ会員

○三好中学校ＰＴＡ役員
○町内各小学校ＰＴＡ役員

三　好　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において組織の拡大を図る。公共的団体の取扱いにおいて、で

きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

具体的調整方針

○各学校PTA負担金 47,520円(=40円 1,188人)

○会　長　　　１人
○副会長　　　５人
○庶　務　　　１人
○監　事　　　２人

○会　長　　　１人
○副会長　　　３人
○監　査　　　２人
○幹　事　　　１人
○事務局長　　１人
○郡PTA理事　 ３人
○給食委員　　１人

-
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 (5)事業

 (6)町補助金
○活動費補助　 　 50,000円

・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

○三加茂まつりにて展示
○その他町内展示場への出品

１５．社会教育団体各種研修費補助
○各団体が県や郡の研修会及び会議等へ参加してい
　ただく場合、必要に応じその都度支給。

○各団体が県や郡の研修会及び会議等へ参加してい
　ただく場合、必要に応じその都度支給。

１５．社会教育団体各種研修費補助

-
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１．体育指導委員会 １．体育指導委員会 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。
 (1)目的  (1)目的 ・

・調整が必要。

 (2)選出区分  (2)選出区分

 (3)定数  (3)定数
○８人 ○若干名
○現在８人（男8　女0） ○現在１６人（男15　女1）

 (4)任期 ２年  (4)任期 ２年
※教育委員会が委嘱 ※教育委員会が委嘱

 (5)会議の開催  (5)会議の開催
○必要に応じて招集する。 ○年３回(事業に応じて開催)

 (6)報酬  (6)報酬
○年額　10,000円 なし

 (7)活動内容  (7)活動内容
○町体育指導委員会研修会 ○町体育指導事業

○町民運動会の審判
○三好郡駅伝大会指導

 (8)運営費  (8)運営費
該当なし ○町補助金　年額 180,000円

協　議　項　目

調整方針（案）

　社会体育関係

（１）体育指導委員会等の附属機関については、合併までに調整する。
（２）体育協会及びスポーツ少年団等の公共的団体については、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努める。
（３）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。
（４）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｡

○広く町民の間にスポーツを普及振興し、指導助言
　を行い、明朗で豊かな三加茂町の建設を目指す。

三 加 茂 町

○地区割りに関わらず教育委員会が適任者を委嘱。

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

教育部会

○住民のスポーツ活動の促進や、団体の組織への育
　成及び指導助言を行う。

○町民体育祭の地区割から１人｡

○全国､中四国､県体育指導委員会研修会に準じ、参
　加希望等があれば参加。

附属機関は、事務組織・機構の取
扱いにおいて、合併時に調整する
ことが確認されている。
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２．社会体育施設運営審議会 ２．社会体育施設運営審議会 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。
 (1)名称 該当なし ・
○町民柔剣道場運営審議会

 (2)目的 ・調整が必要。

 (3)委員構成

 (4)役員
なし

 (5)任期
○２年(教育委員会が委嘱)

 (6)委員報酬
○年額 5,000円

 (7)会議

３．体育協会 ３．体育協会 ・公共的団体である。 ・
 (1)概要  (1)概要 ・事務局の担当について。

・

 (2)組織  (2)組織
○町内会より各１人の代議員 ○各地区より数人ずつの理事

○役員
○体育指導員 ○登録団体数　　　34団体
○各種団体代表者　　等 ○登録人員　　　　538人

○各地区の申請により団体及び人員登録。
○教育委員会が事務局担当。

○各地区の申請により団体及び人員登録。
○教育委員会が事務局担当。

○町議会　　　２人
○町役場　　　１人
○学校長　　　５人
○体育指導員　２人
○青年団　　　１人
○婦人会　　　１人
○学識経験者　３人
　　※合計　１５人

附属機関は、事務組織・機構の取
扱いにおいて、合併時に調整する
ことが確認されている。

できる限り合併までに調整し、新
町発足後に統合するよう努める。

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

○町民体育祭の地区割による理事５人

○登録団体数　　　なし
○登録人員　　　　155人

○道場の事業遂行のため、道場長の諮問に応じ、事
　業・企画実施の調査審議。

○定例会　年２回
○臨時会　必要に応じ開催

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 具体的調整方針課　　題
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 (3)役員  (3)役員
○会長　　　　 　１人
○副会長 　　　　４人

○会計　　　　１人 ○監事　　　　 　２人
○監事　　　　２人 ○会計･書記　　　１人
○理事長　　　１人 ○理事　　　　 ７０人
○副理事長　　１人
○理事　　　６０人

 (4)役員任期  (4)役員任期
○２年 ○理事以外　２年

○理事　　　各地区で規定

 (5)会議  (5)会議
○総会、理事会 ○総会、役員会、理事会

 (6)事業  (6)事業

 (7)町補助金  (7)町補助金

４．ソフトボール審判協会 ４．ソフトボール審判協会 ・公共的団体である。 ・
該当なし  (1)人員 ・

○男２５人　女０人　計２５人

 (2)活動内容
・事務局の担当について。

 5月 女子バレーボールリーグ戦
 6月 300歳ソフトボールナイターリーグ
 7月 ミックスバレーボール大会
 9月 無制限女子バレーボール大会
10月 ソフトボール大会(秋季)
11月 町民運動会、三好郡駅伝大会
 1月 徳島県駅伝大会
 3月 文化ふれあいウォーキング

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において組織の拡大を図る。

課　　題三 加 茂 町

○会長　　　　１人
○副会長　　　１人

具体的調整方針

○体育協会運営補助金　　年額　630,000円
○町民運動会運営補助金　　　　900,000円

○代議員　　８８人

 8月 地区対抗グラウンドゴルフ大会
 9月 地区対抗女子バレーボール大会
10月 町民体育祭(隔年開催)
11月 ウォーク大会、三好郡駅伝大会
12月 町民ゴルフ大会
 2月 地区対抗綱引き大会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○体育協会運営町補助金　年額　630,000円
○町民体育祭運営補助金　　　2,000,000円

○各町内行事における審判。
○各種研修への参加。
○教育委員会が事務局担当。
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-



 (3)役員
○会長　　　　１人
○副会長　　　４人
○顧問　　　　１人
○審判員　　２０人

 (4)役員任期 なし

 (5)運営費
○町補助金　　　 180,000円

５．バレーボール審判協会 ５．バレーボール審判協会 ・公共的団体である。 ・
該当なし  (1)人員 ・

○男１３人　女２人　計１５人

 (2)活動内容
・事務局の担当について。

 (3)役員
○会長　　　　１人
○副会長　　　２人
○審判員　　１２人

 (4)役員任期 なし

 (5)運営費
○町補助金　　　 180,000円

６．スポーツ少年団 ６．スポーツ少年団 ・公共的団体である。 ・
 (1)登録団体  (1)登録団体 ・

・事務局の担当について。
・事務局の担当について。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

できる限り合併までに調整し、新
町発足後に統合するよう努める。

課　　題

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において組織の拡大を図る。公共的団体の取扱いにおいて、で

きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

具体的調整方針三 加 茂 町

○各町内行事における審判。
○各種研修への参加。
○教育委員会が事務局担当。

○野球
○バレーボール(昼間、足代)
○サッカー
○柔道
○剣道
　　　　　　　　合計６団体

三　好　町

○加茂サッカー
○加茂イーグルス(軟式野球)
○加茂バレースクール(バレーボール)
○加茂エンジェルス(ソフトボール)
○三庄野球(軟式野球)
○三庄バレー(バレーボール)
　　　　　　　　合計６団体

-
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 (2)活動内容  (2)活動内容

 (3)町補助金  (3)町補助金

 (4)組織  (4)組織

 (5)役員  (5)役員

 (6)役員任期  (6)役員任期
○１年 ○１年

 (7)事務手順  (7)事務手順

具体的調整方針

○町内地域スポーツ少年団代表者
※教育委員会が事務局担当。

　4月 合同開講式及び定期総会
　7月 河川美化運動
　9月 さざんか杯合同開会式、以後各大会開催
 12月 新年度団員募集
　1月 合同閉講式並びにふれあい交流会

○町内スポーツ少年団
◯教育委員会
※教育委員会が事務局担当

○会　長　　 １人
○副会長　　 ２人
○委　員 　１４人
○監　事　 　２人

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町 課　　題

○運営補助　　　　　　　年額 360,000円
○各種スポーツ大会補助　年額 353,000円

○活動補助　　　　　　　　　年額 370,000円
○ﾊﾞﾚｰ各種大会メダル代補助　年額　50,000円

○前年度12月に新年度団員募集(町内在学小学生)し､
　取りまとめのうえ各単位団(6団)へ登録用紙と共に
　送付｡
○各単位団で確認のうえ、3月末までに町スポ少事務
　局へ登録。
○全国・県登録を行う団体(3団)は10人以上の団員で
　事務局が取りまとめのうえ6月末までに県へ登録申
　請。

三　好　町

○団　長　　１人
○副団長　　２人
○会　計　　１人
○監　事　　２人

○教育委員会から各種スポーツ団体へ団体登録申請
　書を送付。

　7月 常任委員会
　9月 常任委員会
 12月 常任委員会
 10月 ボランティア活動
 11月 町民運動会参加
　1月 駅伝大会

-
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７．各種スポーツ大会 ７．各種スポーツ大会
 (1)運動会  (1)運動会 ・ ・
①町民体育祭 ①町民運動会
 ○期日　10月第2日曜(隔年)  ○期日　11月第1日曜
 ○対象　町民全員  ○対象　町民全員
 ○方法　地区対抗(8地区)  ○方法　地区別対抗(14区)
 ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

 (2)ゴルフ大会  (2)ゴルフ大会
①町民ゴルフ大会 ①町民ゴルフ大会 ・ ・
 ○期日　12月  ○期日　11月

 ○対象　町民全員
 ○方法　地区別対抗(14区)

 ○主催　町体育協会  ○主催　地区対抗ゴルフコンペ

 (3)ソフトボール大会  (3)ソフトボール大会
①300歳ナイターリーグ戦 ・ ・
 ○期日　6～8月
 ○対象　申込制
 ○方法　3リーグ制(チーム対抗)
 ○主催　町体育協会

②300歳トーナメント戦
 ○期日　10月
 ○対象　申込制
 ○方法　全チーム対抗
 ○主催　町体育協会

 (4)バレーボール大会  (4)バレーボール大会
①女子バレーボール大会 ①女子300歳リーグ戦 ・ ・
 ○期日　9月  ○期日　5～6月
 ○対象　町在住社会人女子  ○対象　申込制
 ○方法　地区対抗  ○方法　リーグ制(チーム対抗)
 ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

②ミックストーナメント戦
 ○期日　7月
 ○対象　申込制
 ○方法　全チーム対抗
 ○主催　町体育協会

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

 ○経費　体育協会運営費より支出

 ○経費　町補助金　　　30,000円

 ○経費　体育協会運営費より支出

○町関係の大会は該当なし。但し、ソフトボール連
　盟により独自の大会が開催されている。

内容、方法、経費等に差異があ
る。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

 ○経費　町補助金 2,000,000円

 ○経費　体育協会運営費より支出

 ○経費　体育協会運営費より支出

 ○経費　町補助金 900,000円

三 加 茂 町

 ○経費　体育協会運営費より支出

三　好　町

 ○対象　町民全員
 ○方法　個人戦

 ○経費　体育協会運営費より支出

内容、方法、経費等に差異があ
る。

内容、方法、経費等に差異があ
る。

内容、方法、経費等に差異があ
る。
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③無制限女子トーナメント戦
 ○期日　9月
 ○対象　申込制
 ○方法　全チーム対抗
 ○主催　町体育協会

 (5)ウォーク大会  (5)ウォーク大会
①ウォーク大会 ①文化ふれあいウォーキング ・ ・
 ○期日　11月  ○期日　3月
 ○対象　小学生以上町内外  ○対象　町民全員

 ○方法　指定コースを歩く
 ○主催　町体育協会  ○主催　町体育協会

 (6)グラウンドゴルフ大会  (6)グラウンドゴルフ大会
①地区対抗グラウンドゴルフ大会 未実施 ・三好町のみ実施。 ・
 ○期日　8月
 ○対象　小学生以上の町民
 ○方法　地区対抗
 ○主催　町体育協会

 (7)綱引き大会  (7)綱引き大会
①地区対抗綱引き大会 未実施 ・三好町のみ実施。 ・
 ○期日　2月
 ○対象　町内在住社会人
 ○方法　地区対抗
 ○主催　町体育協会

 (８)駅伝大会  (８)駅伝大会
①三好郡駅伝大会参加 ①三好郡駅伝大会参加 ・経費に差異がある。 ・

②徳島県駅伝大会参加 ②徳島県駅伝大会参加

 (９)スポーツレクリエーション祭  (９)スポーツレクリエーション祭
 ○町体育協会の行事に併せて実施 ・ ・
 ○経費　町補助金 280,000円

三　好　町

 ○経費　体育協会運営費より支出

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ大会について検討する。

 ○経費　保健体育総務費より支出

合併までに調整し、新町において
統一する。

 ○主催　町体育協会

具体的調整方針三 加 茂 町

 ○経費　県スポレク祭補助金及び体育協会運営費よ
　　　　 り支出

 ○経費　体育協会運営費より支出

 ○経費　体育協会運営費より支出

 ○経費　体育協会運営費より支出

内容、方法、経費等に差異があ
る。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ○経費　体育協会運営費より支出

 ○対象　体育協会会員
 ○方法　バレー・ソフトボール大会

 ○期日　6～9月

課　　題

 ○経費　町補助金 252,000円

 ○経費　体育協会運営費より支出

 ○方法　指定コースを歩く

内容、方法、経費等に差異があ
る。

 ○経費　体育協会運営費より支出
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 (10)事務手順  (10)事務手順
・要調整。 ・

８．スポーツ教室・講習会 ８．スポーツ教室・講習会 ・ ・
(1)ニュースポーツ(パークゴルフ)講習会 (1)ニュースポーツ(パークゴルフ)講習会
○主催 ○主催
 ･教育委員会、体育協会  ･三加茂町体育指導委員会
○対象者 ○対象者

 ･町高齢者学級生

○開催時期 ○開催時期
 ･７月  ･９月
○講師 ○講師
 ･パークゴルフ協会員　２名  ･徳島県スポーツ振興財団
○事務手順 ○事務手順
 ･来賓参加者案内  ･参加希望者の取りまとめ
 ･講師依頼  ･講師依頼
 ･会場設営  ･スポーツ保険加入
○事業経費 ○事業経費
 ･社会体育総務費  ･体育指導委員会が全額負担

９．スポーツ安全保険 ９．スポーツ安全保険
 (1)概要  (1)概要 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)事務手順  (2)事務手順
○町広報４月号で各戸周知。 ・要調整。 ・
○加入申込みの問合せ対応。
○加入申請書の配布等。 ○各団体で登録。

 (3)町補助金  (3)町補助金
なし ・三好町のみ実施。 ・三好町の例により統一実施する。

･Ｈ15年度実績　78,750円(=1,050円 1/2 150人)

○町スポーツ少年団加入団員に対し、掛金(AC型)の
　半額補助。

三加茂町の例により統一し、新町
に引き継ぐ。

○町内各地区のスポーツクラブ関係者に保険加入申
　込書を配布。

課　　題 具体的調整方針

○会場施設の予約
○関係各位の案内・参加者募集案内
○大会要綱、トーナメント表、賞状等の作成
○大会準備物品、会場設営
○開・閉会式及び大会運営中の司会進行会計・庶務
　全て

○会場施設の予約
○リーグ表、トーナメント表、得点表等作成
○各大会の資料作成、商品の準備

合併までに調整し、新町において
統一する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において新たな町全域のスポー
ツ教室について検討する。

○(財)スポーツ安全協会が行っているスポーツ安全
　保険の窓口事務。

○(財)スポーツ安全協会が行っているスポーツ安全
　保険の窓口事務。

内容、方法、経費等に差異があ
る。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

 ･町議会、老人クラブ、婦人会、体育指導委員、
　体協理事
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１．体育館 １．体育館 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置
○ふれアリーナみよし ○三加茂町立体育館
○大字昼間字正力1734 ○西庄字横手9-2 ・

 (2)施設  (2)施設
○バレーボールコート　３面

・土日及び祝日の受付は行わない。

 (3)開館時間  (3)開館時間
○９：００～２２：００ ○９：００～２２：００

 (4)休館日  (4)休館日
○年末年始(12/29～1/3)

 (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免

 (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可 ○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○教育委員会が認めた場合。

協　議　項　目

調整方針（案）

　社会体育施設関係

（１）施設の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。
（２）使用手続については、次のとおり調整する。
　　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。

○使用希望者は申請書を三好中学校へ使用５日前ま
　でに提出し、使用料を納入｡

課　　題 具体的調整方針三　好　町

教育部会

三 加 茂 町

施設管理、使用手続等についての
調整。

○毎週火曜日(祝日の場合は､その翌日)
○年末年始(12/26～1/4)

施設の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。

使用手続について、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。

○公共的団体が公のために利用する場合
○教育委員会が認めた場合。

○バレーボールコート　２面
○バドミントンコート　２面
〇バスケットコート　　１面

○使用希望者は申請書を管理人もしくは生涯学習課
　へ使用３日前までに提出し、使用料を納入。
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 (9)委託業務  (9)委託業務
○施設管理(開閉) ○施設管理(貸出・使用料受取)

○浄化槽維持管理 ○浄化槽維持管理
該当なし

 ･委託料(年額)　 155,715円
○消防設備保守点検 ○消防設備保守点検

 ･委託料(年額)　 104,000円  ･委託料(年額)　　67,200円
○電気保安業務 ○電気設備保守点検

該当なし
 ･委託料(年額)　 218,000円
○清掃 ○清掃
該当なし

 ･委託料(年額)　 540,000円
○エレベーター保守管理

 ･委託料(年額)　 227,000円
○貯水槽清掃

 ･委託料(年額)　　94,500円
○受水槽法定検査料

 ･清掃委託費に含まれる

２．運動場 ２．運動場 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置
○小川谷運動公園施設 ○三加茂町立町民運動場
○大字昼間字ヘイノ内2597 ○加茂545-1 ・

 (2)施設  (2)施設

・土日及び祝日の受付は行わない。

 (3)使用時間  (3)使用時間
○９：００～２２：００ ○９：００～落日

○サッカー場　　　　１面
○ゲートボール場　　１面

三 加 茂 町

 ･委託先　　　　個人に委託
 ･委託料(月額)　　50.000円

○運動場　　　　　　１面
○ゲートボール場　　２面
○テニス場　　　　　１面
○夜間照明　　　　　１式
○芝生広場に遊具等

 ･委託先　四国電気保安協会

 ･委託先　　　 東芝エレベーター

 ･委託先　町シルバー人材センター

 ･委託先  　　　㈲久保衛生

 ･委託先　　　　町電気組合

三　好　町

 ･委託先　　　スリーライク

 ･委託先　　　スリーライク

 ･委託料(月額)　 180,000円

課　　題

施設管理、使用手続等についての
調整。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

施設の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。

使用手続について、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。

 ･委託先　四国電気保安協会

 ･委託先　　　　個人に委託

具体的調整方針

-
 
4
0
6
 
-



 (4)閉場日  (4)閉場日
○教育委員会が定める日 なし

 (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○無料

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
該当なし

 (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続

 (9)委託業務  (9)委託業務
○施設管理(開閉・清掃・受付) ○施設管理

 ･委託料(月額)　　80,000円
 ･加工土代　　　 100,000円

○浄化槽維持管理

 ･委託料(年額)　 370,000円
○浄化槽検査手数料

 ･委託料(年額)　　15,000円

３．テニスコート ３．テニスコート ・ ・
 (1)名称・位置 該当なし
○小川谷総合運動公園に設置

・
 (2)施設

・土日及び祝日の受付は行わない。
 (3)使用時間
○９：００～２２：００

課　　題

 ･委託先　環境技術センター

三 加 茂 町

○使用希望者は管理人に申請し、教育委員会の許可
　を受け、使用料を納入。

三　好　町

 ･委託料　　　　なし

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

 ･委託先　　　　個人に委託

○使用希望者は申請書を教育委員会へ使用２日前ま
　でに提出｡

○各種団体(原則)
　※教育委員会が認めた場合、個人も使用可。

 ･委託先　　　　原体育協会

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 ･委託先　　　　　三好衛生

○コート　　　１面
○夜間照明　　１式

施設管理、使用手続等についての
調整。

具体的調整方針

施設の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。

使用手続について、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。

-
 
4
0
7
 
-



 (4)閉場日
○教育委員会が定める日

 (5)使用料
○別表１のとおり

 (6)使用料の減免

 (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続

 (9)委託業務
○小川谷総合運動公園に含む

４．ゲートボール場 ４．ゲートボール場 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置
○小川谷総合運動公園に設置

・
 (2)施設  (2)施設
○ゲートボール場　　１面 ○ゲートボール場　　１面

 (3)使用時間  (3)使用時間 ・土日及び祝日の受付は行わない。
○９：００～２２：００ ○９：００～落日

 (4)閉場日  (4)閉場日
なし

 (5)使用料  (5)使用料
○別紙のとおり ○無料

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
該当なし

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町三　好　町

○三加茂町立町民運動場に設置

○使用希望者は管理人に申請し、教育委員会の許可
　を受け、使用料を納入。

○教育委員会が定める日

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

施設管理、使用手続等についての
調整。

施設の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。

使用手続について、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。

課　　題 具体的調整方針

-
 
4
0
8
 
-



 (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続

 (9)委託業務  (9)委託業務
○小川谷総合運動公園に含む 該当なし

５．サッカー場 ５．サッカー場 ・ ・
 (1)名称・位置  (1)名称・位置

・
 (2)施設  (2)施設

○コート　　１面

・土日及び祝日の受付は行わない。

 (3)使用時間  (3)使用時間
○８：００～日没 ○９：００～落日

 (4)閉場日  (4)閉場日
なし

 (5)使用料  (5)使用料
○別表１のとおり ○無料

 (6)使用料の減免  (6)使用料の減免
該当なし

 (7)使用対象者  (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続  (8)使用手続

○各種団体(原則)
　※教育委員会が認めた場合、個人も使用可。

○グラウンド　　１面
○芝生広場
○管理棟等

○使用希望者は申請書を教育委員会へ使用２日前ま
　でに提出｡

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

○各種団体(原則)
　※教育委員会が認めた場合、個人も使用可。

○雨天・積雪・洪水等、運動場使用に不適当な日

○三加茂町立町民運動場に設置

施設の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。

使用手続について、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。

○三好町総合運動公園施設に設置

○使用希望者は申請書を足代公民館へ使用７日前(月
　～金曜、祝日除く)までに提出｡

施設管理、使用手続等についての
調整。

○使用希望者は管理人に申請し、教育委員会の許可
　を受け、使用料を納入。

○使用希望者は申請書を教育委員会へ使用２日前ま
　でに提出｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

-
 
4
0
9
 
-



 (9)委託業務  (9)委託業務
○施設管理・貸出・使用料受取
 ･町立町民運動場に含む

６．柔剣道場 ６．柔剣道場 ・ ・
 (1)名称・位置 該当なし
○三好町町民柔剣道場
○大字昼間1893

 (2)施設

 (3)使用時間

 (4)閉場日

 (5)使用料
○別表１のとおり

 (6)使用料の減免
○特別の理由がある場合。

 (7)使用対象者

 (8)使用手続

 (9)委託業務
○消防設備保守点検
 ･委託先　　　　町電気組合
 ･委託料(年額)　　23,000円

 (10)負担金
○県柔道連盟登録料　10,000円

三 加 茂 町

○三好町総合運動公園施設に含む

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町 具体的調整方針課　　題

○火･水･金　17:00～20:00
○土･日 　　13:00～17:00

○使用希望者は道場長の許可を得る。

施設の管理運営、使用料及び使用
手続等については、現行のとおり
新町に引き継ぐ。

○柔道場　　１面
○剣道場　　１面

○非営利の町内各種団体。
　※道場長が認めた場合、町外団体も使用可。

○毎週月・木曜日
○祝日
○年末年始(12/29～1/3)

施設管理、使用手続等についての
調整。

-
 
4
1
0
 
-



７．プール ７．プール ・ ・
該当なし  (1)名称・位置

○三加茂町Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
○西庄字横手5-2

 (2)施設

 (3)使用時間
○１０：００～１６：３０

 (4)開館期間
○６～８月

 (5)休館日

 (6)使用料
○別表１のとおり

 (7)使用料の免除

 (8)使用対象者
○町外者も利用可
○2歳未満は利用不可
○25mプールは小学3年生以上が利用可(原則)

 (9)使用手続

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○毎週月曜日(祝日の場合は､その翌日)

○25ｍ屋内プール(7コース)１基
○幼児用屋内プール　　　 １基

三　好　町

○センター主催、共済事業。
○町、教育委員会主催事業。
○教育委員会が認めたとき。

○個人使用は、使用時に個人使用届に必要事項を記
　入し使用料を納入。
○団体使用は申請書を使用日の５日前までに教育委
　員会に提出。提出期間は使用日前１ヶ月の期間。

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

施設の管理運営、使用料及び使用
手続等については、現行のとおり
新町に引き継ぐ。

施設管理、使用手続等についての
調整。

-
 
4
1
1
 
-



 (10)委託業務等
○監視･使用料受取
 ･アルバイト 高校生以上3人　　※約60日雇用

○浄化槽維持管理

 ･委託料(年額) 　109,830円
○プールテント設置及び撤去

 ･委託料(年額)　 303,000円

 ･委託料(年額)　　20,915円

 (11)負担金

８．学校夜間照明施設 ８．学校夜間照明施設 ・ ・
 (1)施設  (1)施設

 (2)使用時間  (2)使用時間
○１９：００～２２：００

 (3)休所日  (3)休所日
○教育長の認める日

 (4)使用料  (4)使用料
○別表１のとおり ○別表１のとおり

 (5)使用料の免除  (5)使用料の免除
○教育長が認めた場合。

 (6)使用対象者  (6)使用対象者

課　　題

○水質検査

○三好中学校グラウンド 　２面
○足代小学校グラウンド　 １面

 ･委託先　　三好郡薬剤師会

三　好　町 三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○県地域海洋センター連絡協議会負担金　50,000円

 ･委託先　　　　㈲久保衛生

○三加茂中学校グラウンド ２面
○西庄小学校グラウンド　 １面

 ･賃金　一　般(1日)5,600円
　　　　大学等(1日)4,500円
　　　　高校生(1日)4,000円

具体的調整方針

施設の管理運営、使用料及び使用
手続等については、現行のとおり
新町に引き継ぐ。

○町内各種非営利団体(原則)
　※教育長が認めた場合、町外団体も使用可。

○町内者の非営利目的(原則)
　※教育委員会が認めた場合、町外者も使用可。

○国または地方公共団体が直接使用する場合。
○町長が認めた場合。

施設管理、使用手続等についての
調整。

○毎週火曜日(祝日の場合は､その翌日)
○年末年始(12/26～1/4)

 ･委託先　　　　　㈲川原組

○夏期…１９：００～２２：００
○冬期…１８：００～２１：００

-
 
4
1
2
 
-



 (7)使用手続  (7)使用手続

 (8)委託業務  (8)委託業務
該当なし ○施設管理･貸出･使用料受取

 ･町立体育館に含む

９．その他の施設 ９．その他の施設 ・ ・
 (1)名称・位置 該当なし
○三好町総合運動公園施設
○大字足代字山田ノニ3936-1 ・

 (2)施設

・土日及び祝日の受付は行わない。

 (3)使用時間
○８：００～日没

 (4)閉場日

 (5)使用料
○別表１のとおり

 (6)使用料の減免

 (7)使用対象者
○町外者も利用可

 (8)使用手続

 (9)委託業務
○小川谷総合運動公園に含む

○使用希望者は申請書を足代公民館へ使用７日前(月
　～金曜､祝日除く)までに提出｡

○使用希望者は申請書を管理人もしくは生涯学習課
　へ使用３日前までに提出し、使用料を納入。

○グラウンド　　１面
○芝生広場
○管理棟等

○雨天・積雪・洪水等、運動場使用に不適当な日

○使用希望者は教育長の許可を得る。

○国・県・町及び教育機関
○町内社会教育諸団体
○町長が認めた場合。

三 加 茂 町 具体的調整方針

施設の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。

使用手続について、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。

課　　題

施設管理、使用手続等についての
調整。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

-
 
4
1
3
 
-



●別表１　社会体育施設使用料

○ふれアリーナみよし ○町立体育館
全面使用

全面使用 9時～12時 13時～17時 18時～22時 9時～22時
スポーツの為 630円 1,260円 1,680円 3,570円
スポーツ以外 1,260円 1,680円 2,100円 5,040円

部分使用

○小川谷運動公園施設：運動場 ○町立町民運動場：グラウンド
町内者 無料
町外者

○小川谷運動公園施設：テニス場 該当なし
(１時間当たり)

9時～17時 17時～22時
町内者 無料 400円
町外者 無料 800円

○小川谷運動公園施設：ゲートボール場 ○町立町民運動場：ゲートボール場
(１時間当たり) 無料

１面 ２面
町内者 400円 800円
町外者 800円 1,600円

○小川谷運動公園施設：夜間照明 該当なし
町内者
町外者

三 加 茂 町

スポーツ、文化活動 １時間 1,200円
営利目的 １時間 6,000円

１時間　2,000円

1/2超～2/3以下使用 全面の2/3の金額

三　好　町

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

１時間　1,000円

１時間　300円
１時間　600円

-
 
4
1
4
 
-



○総合運動公園施設 該当なし
町内者
町外者

○町民柔剣道場 該当なし
町内各種団体
町外団体

該当なし ○Ｂ＆Ｇ海洋センタープール （円／１回）

小人 大人 小人 大人
町内者 100 200
町外者 200 300

○学校夜間照明施設 ○学校夜間照明施設
三好中学校、足代小学校グラウンド 三加茂中学校
町内各種団体 Ａグラウンド
町外団体 Ｂグラウンド

西庄小学校
グラウンド １時間　　200円

三　好　町 三 加 茂 町

個人使用料 団体使用料

無料
１時間　1,000円

１時間　2,000円

個人使用料の
　　80/100の金額

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

１時間　500円
無料 １時間　1,000円

１時間　　650円

１時間　1,000円

-
 
4
1
5
 
-



１．設置 １．設置
○三好町中央公民館 ○三加茂町公民館 ・施設の継承及び名称について。 ・
 ･大字昼間3697番地1  ･加茂3360番地(役場2階部分併用)

○足代公民館 ○加茂公民館
 ･大字足代2711番地  ･加茂1916番地の1

○東山公民館 ○三庄公民館
 ･大字東山字中村5番地  ･中庄617番地の1

○増川公民館 ○西庄公民館
 ･大字増川267番地  ･西庄字平27番地

○毛田公民館
 ･毛田503番地の2

○絵堂公民館
 ･西庄字友竹48番地

○黒長谷公民館
 ･毛田1332番地(黒長谷小学校併置)

○大藤公民館
 ･中庄3275番地

２．開館時間 ２．開館時間
○９：００～２２：００ ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

３．休館日 ３．休館日 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
○火曜日及び祝日 ○月曜日
○年末年始(12/29～1/3) ○年末年始(12/29～1/3)
○月曜日の午後

教育部会

三 加 茂 町 課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

協　議　項　目

調整方針（案）

　公民館関係

（１）施設の運営等については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
（２）使用料については、新町発足後、速やかに調整する。
（３）管理委託については、合併までに調整する｡
（４）公民館運営審議会については、合併までに調整する。
（５）公民館長については、同規模の自治体の例をもとに合併までに調整する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、名
称については、別表３のとおりと
する。

○９：００～２２：００(月曜日は正午まで)

-
 
4
1
6
 
-



４．使用料 ４．使用料
 (1)徴収  (1)徴収 ・差異がある。 ・
○別表２のとおり。 ○別表２のとおり。
○使用許可証交付時に徴収。 ○使用許可証交付時に徴収。

 (2)還付  (2)還付

 (3)免除等  (3)免除等
【全額免除】 【全額免除】

 ･

【減免】

５．委託業務 ５．委託業務
 (1)浄化槽維持管理  (1)浄化槽維持管理 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)消防設備保守点検  (2)消防設備保守点検

○委託料(年額)　 167,000円

 (3)電気設備保守点検  (3)電気設備保守点検
該当なし

 (4)各種清掃  (4)各種清掃
該当なし

具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題

○委託先　　　　㈲久保衛生○委託先　　　　　三好衛生
○委託料(年額) 　719,000円 ○委託料(年額)　 674,000円

○教育委員会が認めた冷暖房費その他の実費の減免｡

○既納分は原則還付しない。
○次の場合に限り還付する。
 ･災害等その他使用者の責に帰することができない
　理由で使用不能になったとき。

○既納分は原則還付しない。
○次の場合に限り還付する。
 ･災害等その他使用者の責に帰することができない
　理由で使用不能になったとき。

○公民館事業と同様事業を実施する町内社会教育団
　体。
○町と密接な事業を行う団体機関が行う事業又は会
　合。
○官公署、その他特別の団体が実施する事業又は会
　合。
○町、教育委員会、公民館が共同主催又は後援する
　場合。
○その他教育委員会が認めた場合。

○委託先　　　　　西部防災

○国・県・町及び教育機関。
○原則60才以上の町民。
○教育委員会が認める町内に事務所を置く次の団体｡

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町発足後、速やかに調整する。

農協、農業共済組合、森林組合、煙草耕作組合、
養蚕組合、商工会、各幼小中ＰＴＡ、土地改良区
及び農業関係団体、町内会、青年団、婦人会、消
防団、民生委員会、防犯委員会、遺族会、災害救
助隊、未亡人会、傷痍軍人会、身体障害者会、老
人クラブ及び上記に準ずる団体

○委託先　　　　町電気組合

三　好　町

○委託料(年額) 　104,000円

○委託先　ｼﾞｬﾊﾟﾝｸﾘｰﾝｻｰﾋﾞｽ
○委託料(年額) 3,000,000円

○委託先　四国電気保安協会
○委託料(年額) 　238,000円

-
 
4
1
7
 
-



 (5)エレベーター保守点検  (5)エレベーター保守点検
該当なし

 (6)プリンタ保守点検  (6)プリンタ保守点検
該当なし 該当なし

 (7)公民館管理  (7)公民館管理 ・調整が必要。 ・合併までに調整する。
○委託先　各館周辺在住者
○委託料(年額) 2,052,000円
※三加茂町公民館以外

６．公民館運営審議会 ６．公民館運営審議会 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。
 (1)定数 ２０人以内  (1)定数 ２０人以内 ・

 (2)選出区分  (2)選出区分
・

・調整が必要。

 (3)任期 ２年  (3)任期 ２年

 (4)会議の開催  (4)会議の開催

 (5)報酬  (5)報酬
○年額　 8,000円 ○年額　11,000円

○学校長　　５人
○ＰＴＡ　　２人
○青年団　　１人
○婦人会　　２人
○消防団　　１人
○農協　　　１人
○体育協会　１人
○民生委員　１人
○町役場　　１人
○町議会　　２人
○一般　　　２人
 教育委員会が委嘱｡

○必要に応じて公民館長が招集。 ○必要に応じて公民館長が招集。

○委託先　　　　個人に委託

三　好　町 課　　題 具体的調整方針

附属機関は、事務組織・機構の取
扱いにおいて、合併時に調整する
ことが確認されている。

特別職の職員の身分の取扱いにお
いて、人員、任期、報酬等につい
ては同規模の自治体の例をもとに
調整することが確認されている。

○学校教育関係者
○社会教育関係者
○学識経験を有する者
 以上から教育委員会が委嘱｡

○委託料(年額) 2,028,000円

○委託先　　　東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
○委託料(年額) 　882,000円

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

-
 
4
1
8
 
-



７．公民館長 ７．公民館長 ・ ・
 (1)配置  (1)配置
○全館に配置、計4人。

 (2)任期  (2)任期
○２年 ○２年 ・調整が必要。

 (3)報酬  (3)報酬

三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

特別職の職員の身分の取扱いにお
いて、設置については合併までに
調整することとし、人員､任期､報
酬等については同規模の自治体の
例をもとに調整することが確認さ
れている。

課　　題 具体的調整方針

人数､任期､報酬額等について、同
規模の自治体の例をもとに合併ま
でに調整する。

○三好町中央公民館　(月額) 164,000円
○各地区公民館　　　(年額)各18,000円

○全館に配置、計7人。
○三加茂町公民館は教育長が兼務(報酬未支給)。

○加茂・三庄公民館　　　　　(年額)各41,000円
○三加茂町公民館　　　　　　(月額) 148,000円

○毛田・黒長谷・大藤公民館　(年額)各24,000円
○西庄・絵堂公民館　　　　　(年額)各29,000円

三 加 茂 町

-
 
4
1
9
 
-



●別表２　公民館使用料

(1)三好町中央公民館 (円)  (1)三加茂町公民館 (円)
9時～12時 12時～17時 17時～22時 9時～17時 室名 9時～12時 13時～17時 17時～22時 9時～22時

1,000 1,200 1,500 2,500 多目的ホール 1,500 2,000 2,500 3,000
2,000 3,000 4,000 5,000 会議室和室1 1,000 1,300 1,600 2,000
1,200 1,500 2,000 2,500 会議室和室2 700 900 1,200 1,500
1,000 1,200 1,500 2,500 会議･研修室 600 800 1,000 1,400
1,000 1,200 1,500 2,500 調理･実習室 900 1,200 1,500 2,000
1,000 1,200 1,500 2,500
2,000 3,000 4,000 5,000 ○冷暖房費その他の実費は使用者の負担。
1,000 1,200 1,500 2,500
1,000 1,200 1,500 2,500
1,000 1,200 1,500 2,500

使用料
600
500
150
150

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

 (2)その他の公民館  (2)その他の公民館
9時～12時 12時～17時 17時～22時 室名 9時～12時 13時～17時 17時～22時 9時～22時

1,000 1,200 1,200 大ﾎｰﾙ 510 820 1,030 1,850
500 600 600 会議室 300 410 510 820

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

○9:00～22:00の使用料…各時間帯の合計
○結婚式場として使用する場合(類似使用含)
　足代…12,000円、東山…7,000円、増川…5,000円
　※全館開放のうえ、使用時間は5時間以内。

集会室(和室)

施設名 室名

会議室

ガス使用料(1時間) 料理実習室
その他各室
2F集会室(和室)

料理実習室

室名
会議室

講義室

大集会室

2F

3F

4F

東山公民館

増川公民館

集会室
会議室
料理実習室
集会室

三 加 茂 町三　好　町

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

室名種別

冷暖房使用料(1時間)

○9:00～22:00の使用料は、17:00～22:00と9:00～17:00使用料の合計｡

第1資料室
会議室(和室)

小会議室

4F大集会室

料理実習室

料理実習室
会議室
集会室

視聴覚室

足代公民館

-
 
4
2
0
 
-



●別表３　公民館名称

○三好町中央公民館　→　東みよし町中央公民館 ○三加茂町公民館　→　三加茂公民館
 ･大字昼間3697番地1  ･加茂3360番地(役場2階部分併用)

○足代公民館　→　足代分館 ○加茂公民館　→　加茂分館
 ･大字足代2711番地  ･加茂1916番地の1

○東山公民館　→　東山分館 ○三庄公民館　→　三庄分館
 ･大字東山字中村5番地  ･中庄617番地の1

○増川公民館　→　増川分館 ○西庄公民館　→　西庄分館
 ･大字増川267番地  ･西庄字平27番地

○毛田公民館　→　毛田分館
 ･毛田503番地の2

○絵堂公民館　→　絵堂分館
 ･西庄字友竹48番地

○黒長谷公民館　→　黒長谷分館
 ･毛田1332番地(黒長谷小学校併置)

○大藤公民館　→　大藤分館
 ･中庄3275番地

三 加 茂 町三　好　町

調整方針（案）

協　議　項　目 　公民館の名称

　合併時より次のとおりとする。

-
 
4
2
1
 
-



１．町立図書館の管理・運営 １．町立図書館の管理・運営
 (1)施設の名称・位置  (1)施設の名称・位置
○三好町中央公民館図書室 ○三加茂町立図書館

 (2)開館時間  (2)開館時間
○９：００～１７：００ ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (3)休館日  (3)休館日
・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (4)利用対象者  (4)利用対象者
○町民 ○町民及び町内通勤通学者。 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (5)利用料  (5)利用料
○無料 ○無料 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (6)蔵書  (6)蔵書
○約3,000冊 ○約12,500冊 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (7)職員の配置  (7)職員の配置
○生涯学習課職員が兼務。 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。○館長は教育長が兼務。

○ボランティア５人が交代で２人ずつ勤務。

○西庄字横手51番地
  (中学校図書館との複合施設､1F町立､2F中学校)

○大字昼間3697番地の1(三好町中央公民館内4F)

○毎週土・日・火曜日
○毎週月曜日の午後
○国民の祝日
○年末年始(12/29～1/3)

○毎週月・火曜日
　(その日が祝日の場合は、その翌日)
○国民の祝日
○月末整理日
　(12月以外の毎月末、その日が月・火・土・日・祝
　 日の場合は、その前日)
○年末年始(12/28～1/4）
○特別整理期間年間10日以内

協　議　項　目

調整方針（案）

　図書館関係

（１）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。
（２）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。
（３）図書館協議会については、合併までに調整する。
（４）読書振興協議会については、新町に引き継ぎ組織の拡大を図る。
（５）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。

○4/1～9/30　10:00～18:00
○10/1～3/31 10:00～17:30

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

教育部会

三 加 茂 町

-
 
4
2
2
 
-



 (8)貸出実績  (8)貸出実績
なし ○15,199冊(平成14年度)

 (9)図書館電算システム  (9)図書館電算システム
未導入 ○構築業者 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 ㈱四国情報管理センター
○導入時期　平成14年1月
○導入業務

 (10)委託業務  (10)委託業務
○施設管理・運営 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
住民ボランティア5人　月額 1人 31,500円

三加茂中学校に含む

三加茂中学校に含む

三加茂中学校に含む

三加茂中学校に含む
○電算システム保守
㈱四国情報管理センター　年額624,072円

２．個人貸出 ２．個人貸出
 (1)対象者  (1)対象者
○条例･規則等に定めなし。 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)貸出期間及び冊数  (2)貸出期間及び冊数
○条例･規則等に定めなし。 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (3)利用料  (3)利用料
○条例･規則等に定めなし。 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

○三好町中央公民館で一括。

○電気保安点検

○登録料
 ･町民　　　　　　　 無料
 ･町内通勤通学者　　 無料
 ･カード紛失再発行　200円

具体的調整方針

○警備保障

○利用申込書を提出のうえ登録を行い、図書貸出し
　カードを交付された者。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○1人5冊以内､14日以内｡
○館長が認めた場合は別。

三　好　町

○浄化槽点検清掃

○消防設備点検

三 加 茂 町

 ･図書管理。
 ･プログラム、プロダクトの保守業務。

課　　題

-
 
4
2
3
 
-



３．団体貸出 ３．団体貸出
該当なし  (1)対象 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (2)貸出期間及び冊数
・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (3)利用料
○無料 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

４．障害者等へのサービス ４．障害者等へのサービス ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
該当なし  (1)概要 ・差異がある。

 (2)利用料
○個人貸出と同じ。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (3)配本サービス
・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 (4)対面朗読サービス ・差異がある。
・現行のとおり新町に引き継ぐ。

○朗読時間　1人 週1回2時間

 (5)大型活字本･点字図書貸出
・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

○貸出は一般図書に準拠。

○利用希望者は、電話、郵送又は代理人により登録
　可能。

○代表者が町民である町内の官公庁・学校・事業所
　・社会教育関係団体等で、利用申込書を提出のう
　え登録を行い図書貸出しカードを交付された団体｡

○障害者等により利用が困難な町民に対し、希望に
　応じて各種サービスを行う。

○団体と協議のうえ館長が別に定める。

三　好　町 具体的調整方針課　　題

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

○肢体不自由者等の希望に応じ、自宅又は施設等へ
　配本を行う。

○視覚障害者等の希望に応じて対面朗読を行う。

○貸出方法は本人又は代理人による来館郵送又は配
　本貸出から選択。

○朗読希望図書をあらかじめ呈示し、朗読予定日を
　予約できる。

○視覚障害者等に対する大型活字本や点字図書の貸
　出。

-
 
4
2
4
 
-



５．図書館協議会 ５．図書館協議会
該当なし  (1)目的 ・附属機関である。 ・合併までに調整する。

・

・調整が必要。

 (2)組織

 (3)役員
○会長　　１人
○副会長　１人
○委員　　１０人以内
○任期　　２年
○教育委員会が委嘱

６．読書振興協議会 ６．読書振興協議会
該当なし  (1)目的 ・組織の継続について。 ・

 (2)活動内容

 (3)組織

新町に引き継ぎ、組織の拡大を図
る。

○学識経験者　　　 ７人
○ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ団体代表　２人
○福祉施設代表　　 ３人
○公民館講座代表　 ３人
○文化協会会長　　 １人
○婦人会連合会長　 １人
○各小・中学校長　 ５人
○保育･幼稚園職員  ２人

○読書層の拡大及び新規読書グループ加入の促進を
　図る。

○事業への積極的参加･研修
○総会・役員会の開催
○子どもお話し会・一般読書会の推進

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○学識経験者　　　５人
○三加茂中学校長　１人
○西庄小学校長　　１人
○保育所長　　　　１人

課　　題三　好　町 三 加 茂 町

○図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに
　図書館奉仕に付き館長に対して意見を述べる。

附属機関は、事務組織・機構の取
扱いにおいて、合併時に調整する
ことが確認されている。

具体的調整方針

-
 
4
2
5
 
-



 (4)役員
○会長　　　１人
○副会長　　２人
○委員　　２０人
○監事　　　２人
○任期　　　２年

 (5)活動経費

７．ブックスタート ７．ブックスタート
未実施  (1)概要 ・三加茂町のみ実施。 ・

 (2)対象
○町内に生まれた０歳児

 (3)配布数
○１人２冊

 (4)経費
○全額町費

○０歳児の赤ちゃんを対象に、検診時及び図書館で
　絵本が２冊入ったパックをメッセージを伝えなが
　ら手渡し、赤ちゃんと保護者が絵本を介して向き
　合い暖かくて楽しい言葉のひとときを持つことを
　応援する。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○町補助金　50,000円　※平成15年度

課　　題 具体的調整方針三　好　町

三加茂町の例により、新町におい
ても統一実施する。

三 加 茂 町

-
 
4
2
6
 
-



１．文化まつり １．文化まつり
 (1)名称  (1)名称 ・差異がある。 ・
○三好町文化まつり ○ふれあい文化まつり

 (2)目的  (2)目的

 (3)運営主体  (3)運営主体
○主催　町文化協会 ○主催　町文化協会

 (4)実施時期  (4)実施時期
○毎年文化の日を含む２日間

 (5)実施場所  (5)実施場所
○中央公民館 ○町役場２階ふれあいプラザ

 (6)内容  (6)内容

 (7)運営経費  (7)運営経費
○町文化協会より全額支出。 ○文化協会より全額支出。

２．関係団体 ２．関係団体 ・公共的団体である。 ・
 (1)名称  (1)名称 ・
○三好町文化協会 ○三加茂町文化協会

 (2)概要  (2)概要
・事務局の担当について。

○生涯学習活動での成果を発表することで、学習者
　の更なる活動意欲の向上を図るとともに、学習活
　動を町内外に向けてアピールを目的とする。
○生涯学習関連情報の提供。

○生涯教育推進事業の一環として学級生が一同に会
　し、日頃の学習の成果を発表し、互いの親睦とよ
　り一層の研鑽を図る。

○毎年２月初旬の日曜日
○社会教育振興大会の午後

○町内の文化グループ・団体が入会。
○町生涯学習課が事務局。

教育部会

三 加 茂 町

公共的団体の取扱いにおいて、で
きる限り合併までに調整し新町発
足時に統合するよう努めることが
確認されている。

協　議　項　目

調整方針（案）

　文化振興関係

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

○文化協会会員及び生涯学級・高齢者学級生の作品
　展示と歌・踊り等の発表。

（１）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。
（２）文化協会等の公共的団体については、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努める。

できる限り合併までに調整し、新
町発足後に統合するよう努める。

○町内の文化グループ・団体・個人が入会(平成6年
　度設立)。
○町教育委員会が事務局。

三　好　町

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町において全町域での行事を検討
する。

○文化協会会員の活動(作品)発表、歌・踊り・生花
　・書道等などの発表。

○共催　町教育委員会、町生涯学級、町高齢者学級

-
 
4
2
7
 
-



 (3)登録状況  (3)登録状況
○登録団体　　　20団体
○登録人数　 約1,500人

 (4)役員  (4)役員

 (5)事業  (5)事業

 (6)町補助金  (6)町補助金
○年額　1,400,000円 ○年額　250,000円

三 加 茂 町 課　　題三　好　町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針

○副会長　　３人

○登録団体　　40団体

○副会長　　４人
○会長　　　１人

○文化まつりの開催。
○各種作品展示、発表会。
○視察研修会。

○登録人数　　550人

※任期　　２年

○理事　　２１人

○会長　　　１人

○文化まつりの開催。
○各種作品展示、発表会。
○会報「潤」発行。
○その他加入団体が自ら企画し、事業を行っている｡

○評議員　２０人
○監事　　　２人○監査　　　２人

※任期　　２年

○理事　　４０人
○評議員　　６人

-
 
4
2
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-



１．青少年育成町民会議 １．青少年育成町民会議 ・
 (1)名称  (1)名称 ・調整が必要。
○青少年育成三好町民会議 ○三加茂町青少年育成協議会

 (2)概要  (2)概要

 (3)構成団体  (3)構成団体

 (4)事業  (4)事業

調整方針（案）

　青少年育成関係

（１）青少年育成町民会議については、新町発足後調整し、速やかに統合する。
（２）補導委員会については、新町発足後統合できるよう調整する。
（３）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。
（４）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ＰＴＡ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。

○地域の青少年に関わる関係諸団体等により構成し､
　役員選出。町補導委員会・子ども110番の家等の各
　種団体より委員構成。
○生涯学習課が事務局担当。

○地域の青少年に関わる関係諸団体等により構成し､
　各団体の代表者を委員として事業を推進。
○生涯学習課が事務局担当。

新町発足後調整し、速やかに統合
を図る。

○青少年健全育成総決起大会
○広報活動
○地域懇談会
○街頭補導活動

○町内巡回街頭補導
○全国強調月間啓発活動
○高齢者交流事業
○スポーツ少年団駅伝大会
○非行防止作文｢こころ｣発行
○就職生激励会
○文化ふれあいウォーキング

課　　題 具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

協　議　項　目

教育部会

三 加 茂 町

○教育会
○PTA連合会
○交通安全協会
○婦人会
○商工会
○民生委員､三好保護区保護司会

○教育委員会
○社会教育委員会
○体育協会
○三加茂町

○保育所､幼稚園､小中学校
○幼小中PTA､保育所保護者会

○婦人会､老人クラブ

○民生児童委員会､保護司､人権擁護委員
○補導員会､少年警察協助員
○池田警察署

○体育協会　等

-
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 (5)役員  (5)役員

 (6)役員任期  (6)役員任期
○２年 ○１年

 (7)町補助金等  (7)町補助金等

２．補導員会 ２．補導員会
 (1)概要  (1)概要 ・調整が必要。 ・

 (2)事業  (2)事業

 (3)組織  (3)組織

 (4)任期  (4)任期
○２年 ○２年

 (5)報酬  (5)報酬
○月額　1,250円 ○１日　1,000円

○青少年健全育成のため街頭補導等の活動を実施。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題三　好　町

○総会、役員会(随時)
○街頭補導
 ･独自　　　毎月第2､4金曜
 ･少年の日　毎月第3金曜
 ･夏休み　　夏休み中
 ･町内イベント開催時
○決起大会参加
○研修

○会長　　　　　　　　１人
○副会長　　　　　　　２人
○班長　　　　　　　　６人
○事務局(専門補導員)　１人
○補導員　　　　　　３４人

○総会、役員会
○街頭補導
 ･月２回
 ･夏休み

新町発足後、統合できるよう調整
する。

○会長　　　１人
○副会長　　３人
○常任理事　８人
○監事　　　２人

○青少年健全育成のため街頭補導等の活動を実施。

○会長　　　１人
○副会長　　３人
○監事　　　２人

○青少年育成三好町民会議補助金　　　700,000円
○青少年地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ支援事業補助金　 140,000円

○町青少年育成協議会補助 　　　　350,000円
○青少年地域ｺﾐｭﾆﾃｨｰ支援事業補助　240,000円

○会長　　　　　１人
○専門補導員　　１人
○補導員　　　２７人

-
 
4
3
0
 
-



 (6)町補助金・負担金  (6)町補助金・負担金
なし ○補助金　250,000円

３．地域活動事業 ３．地域活動事業
 (1)事業名  (1)目的 ・三好町と三加茂町のみ実施。 ・
○子ども世話やき活動 ○地域防犯パトロール隊

 (2)目的  (2)目的

 (3)事業  (3)事業
○登下校時の声掛け運動 ○夜間時の巡回パトロール

 (4)活動者  (4)活動者

 (5)経費  (5)経費

４．学校週５日制事業 ４．学校週５日制事業
未実施  (1)目的 ・調整が必要。 ・

 (2)事業

 (3)経費

○「地域の子どもは地域で守り育てる」を合言葉に､
　大人が子どもたち一人ひとりを暖かく見守りなが
　ら、ときには励まし、ときには注意や助言をする
　ことにより地域の連帯感と教育力を高めていく。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三 加 茂 町

○活動保険代　　 50,000円(=500円 100人)
○会議費　　　　 50,000円

○婦人会、老人会、ＰＴＡ、民生委員､更生保護婦人
　会､補導員会等。

具体的調整方針課　　題三　好　町

○学校週５日制協議会補助　900,000円

○地域の親子会が計画した活動に対する補助。
○地域ボランティアによる土曜楽校(9種類)の実施。
 ･英会話、囲碁、将棋、手芸、手話、陶芸、
　グラウンドゴルフ、ペタンク、染工房

○完全学校週５日制によって休みとなった土曜日に
　子ども達が地域で活動できる機会をつくる。

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町ではＰＴＡ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。

現行のとおり新町に引き継ぎ活動
の拡大を図る。

○反射たすき　各地域５本
○誘導ライト　各地域３本
　　 平成15年度　300,000円

○各地域における住民ボランティア。
○現在２０地域。

○各地域の住民ボランティアが各地域を徒歩で巡回
　パトロールを実施することにより、青少年の健全
　育成を図るとともに、地域の防犯に寄与する。

-
 
4
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1
 
-



５．子ども地域活動支援事業 ５．子ども地域活動支援事業
 (1)目的  (1)目的 ・調整が必要。 ・

 (2)事業  (2)事業

 (3)経費  (3)経費

現行のとおり新町に引き継ぎ、新
町ではＰＴＡ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。

三 加 茂 町三　好　町

○事業費　814,000円(県補助　1/2)

課　　題

○事業費　300,000円(県補助　1/2)

○３世代友遊塾を開設し、地域の自然環境を活用し
　て異年齢の仲間や多くの大人たちとともに交流を
　深める。

○自然体験活動
○文化体験活動

○21世紀を担う子どもたちが様々な体験を通して、
　地域社会上のルールを守る心やより幅の広い社会
　性を高め「生きる力」を育てる。

○地域の自然環境を活用した自然体験活動事業の推
　進。
 ①炭焼き体験
 ②加茂谷川探検
 ③おやじと遊ぼう
 ④夏休み親子キャンプ
 ⑤みんなで花を育てよう
 ⑥文化ふれあいウォーキング

具体的調整方針

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

-
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-



１．文化財 １．文化財
・町指定の継承。 ・新町に引き継ぐ。

２．保存事業補助 ２．保存事業補助 ・金額の調整。 ・合併までに調整する。
 (1)概要  (1)概要

 (2)補助金  (2)補助金

○県指定天然記念物　２件
○県指定文化財　　　１件
○県指定無形文化財　１名
○県指定史跡　　　　１件
○町指定天然記念物　２件
○町指定文化財　　　８件

○町指定史跡　　　　１件

○国指定天然記念物　１件
○国指定文化財　　　２件
○国指定史跡　　　　１件

○県指定文化財　　　３件
○県指定無形文化財　１件
○県指定史跡　　　　１件
○町指定天然記念物　３件
○町指定文化財　　　５件
○町指定無形文化財　２件
○町指定史跡　　　　５件

○東山城址整備補助金(総務課より)　50,000円
○町内獅子舞保存補助金(2箇所)　　112,000円

○各保存会からの補助金申請に対し､補助金を支出｡

教育部会

三 加 茂 町

協　議　項　目

調整方針（案）

　文化財関係

（１）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。
（２）文化財保護審議会については、合併までに調整し新町において統一する。
（３）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・展示について調整を行う。
（４）資料館運営委員会については、合併までに調整する。

課　　題 具体的調整方針

○保存会より補助金申請があれば補助金を支出。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

三　好　町

○加茂の大クス保存会　 150,000円
○丹田古墳　　　　　　　50,000円
○加茂谷川岩陰遺跡群　　80,000円
○八幡神社宵宮神事　　 150,000円
○スギ　　　　　　　　　50,000円
○薬師堂ケヤキ三樹　　　30,000円
○岩神古墳　　　　　　　80,000円
○秀森塚　　　　　　　　70,000円
○三加茂東部まわり踊り　50,000円

-
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-



３．町指定文化財の指定 ３．町指定文化財の指定 ・２町同一。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。
 (1)指定  (1)指定

 (2)解除  (2)解除

４．文化財保護審議会 ４．文化財保護審議会 ・附属機関である。 ・
 (1)目的  (1)目的 ・

・調整が必要。

 (2)委員  (2)委員

 (3)役員  (3)役員
○会長　　１人(委員の互選)

 (4)部会  (4)部会
該当なし

合併までに調整し、新町において
速やかに統一する。

○町内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用
　を図り、以って町民の文化的向上に資する。

○町内にある文化財につき、教育委員会の諮問に応
　じ、調査やその保存及び活用などの重要事項を調
　査審議し、これらの事項につき教育委員会に申し
　入れる。

○第一部会
　有形文化財に関する事項
○第二部会
　無形文化財及び民俗文化財に関する事項
○第三部会
　記念物及び埋蔵文化財に関する事項
○会長が各部会委員を指名。
○部会長は委員の互選で定める。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

具体的調整方針三 加 茂 町 課　　題三　好　町

○町指定文化財がその価値を失ったとき、町内に所
　在しなくなったときなどの指定解除の事由の発生
　を受け、教育委員会が指定解除の妥当性について
　町文化財保護審議会に諮問、答申を受け、所有者
　への解除の通知・公示を行う。

○所有者の指定申請・同意に基づき、教育委員会が
　指定保護の妥当性について町文化財保護審議会に
　諮問、答申を受け指定･公示を行う｡

○町指定文化財がその価値を失ったとき、町内に所
　在しなくなったときなどの指定解除の事由の発生
　を受け、教育委員会が指定解除の妥当性について
　町文化財保護審議会に諮問、答申を受け、所有者
　への解除の通知・公示を行う。

○人員　１０人以内
○任期　２年
○報酬　年額 11,000円
○教育委員会が委嘱

○人員　７人以内
○任期　２年
○報酬　年額 13,000円
○教育委員会が委嘱

附属機関は、事務組織・機構の取
扱いにおいて、合併時に調整する
ことが確認されている。

○所有者の指定申請・同意に基づき、教育委員会が
　指定保護の妥当性について町文化財保護審議会に
　諮問、答申を受け指定･公示を行う｡

○会長　　１人(委員の互選)
○副会長　１人(委員の互選)

-
 
4
3
4
 
-



５．歴史民俗資料館 ５．歴史民俗資料館 ・調整が必要。 ・
 (1)名称  (1)名称
○三好町中央公民館資料室 ○三加茂町歴史民俗資料館

 (2)位置  (2)位置
○中庄1189番地

 (3)概要  (3)概要

 (4)開館時間  (4)開館時間
○９：００～１６：３０

 (5)休館日  (5)休館日
○火曜日及び祝日
○年末年始(12/29～1/3)
○月曜日の午後

 (6)入館料  (6)入館料
○無料 ○無料

 (7)利用対象者  (7)利用対象者
○町外者も利用可。 ○町外者も利用可。

 (8)展示品  (8)展示品

 (9)職員の配置  (9)職員の配置
○教育委員会職員が対応。 ・差異がある。 ・合併までに調整する。

・

○嘱託職員 1人
 ･勤務日　 1ヶ月30日以内
 ･勤務時間 1ヶ月340時間以内
 ･報酬　　 月額180,000円
 ･任用期間 1年
 ･教育委員会が任命。

三 加 茂 町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題三　好　町 具体的調整方針

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は調整
を行う。

○町内の歴史､民俗､考古学等に関する資料の収集､
　保管、展示、調査及び研究を実施。

○毎週月・土曜日
○祝日
○年末年始(12/25～1/5)

○大字昼間3697番地1(三好町中央公民館内3F)

○９：００～２２：００（月曜日は正午まで）

○町内の歴史､民俗､考古学等に関する資料の収集､
　保管、展示。

○考古学的資料　　約60点
○民族民具類　　　約800点

○考古学的資料　約3,500点
○民族民具類　　　約800点

○館長　　 1人
 ･勤務日　 1ヶ月20日以内
 ･勤務時間 1ヶ月30時間以内
 ･報酬　　 月額 80,000円
 ･任用期間 1年
 ･教育委員会が任命。

専門調査員の配置について、検討
から指導あり。

-
 
4
3
5
 
-



 (10)委託業務  (10)委託業務
○三好町中央公民館で一括。 ○消防設備点検 ・差異がある。 ・現行のとおり新町に引き継ぐ。

 西部防災㈲　　　　　　　年額　24,150円
○警備保障
 綜合警備保障㈱徳島支社　年額 331,380円

○浄化槽点検清掃
 ㈲久保衛生　　　　　　　年額　84,945円

６．資料館運営委員会 ６．資料館運営委員会
該当なし  (1)目的 ・三加茂町のみ設置。 ・合併までに調整する。

 (2)委員

 (3)役員

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

課　　題 具体的調整方針三　好　町

○会長　　１人(委員の互選)
○副会長  １人(委員の互選)

○資料館の運営に関する重要な事項について審議し､
　必要な意見を具申する。

○人員　７人以内
○任期　２年
○報酬　年額 11,000円
○教育委員会が委嘱

三 加 茂 町

-
 
4
3
6
 
-



 日程１４            協議第１２４号 

 

 

合併協定項目の削除（案）について 
 
 
合併協定項目第２４番の各種事務事業の取扱いの内、（その他協議が必要な事

項）の削除について提出する。 
 
 
 

第２４番 各種事務事業の取扱い 
２４－２３ その他協議が必要な事項 
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 日程１５  

 

合併に関する住民報告会開催要領（案） 
 
 
 
１ 主    催  三好町・三加茂町 
 
２ 目   的  合併協議（協定項目・建設計画）の結果を地域住民に十分説明

した上で合併協定書の調印に臨む。 
 

３ 開催日時場所   
 
 （１）三好町 
    ○２月１７日（木）19:30～21:00 東山公民館 
    ○２月１８日（金）19:30～21:00 中央公民館４階 
    ○２月２１日（月）19:30～21:00 足代公民館２階 
 
 （２）三加茂町 
    ○２月１５日（火）19:00~21:00  三庄公民館 
    ○２月１６日（水）19:00~21:00   加茂公民館 
    ○２月１７日（木）19:00~21:00   三加茂町役場多目的ホール 
    ○２月１８日（金）19:00~21:00   三加茂町役場多目的ホール 
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 日程１６  

 

合 併 協 定 調 印 式 開 催 要 領（案） 
 
 
 
１ 主    催  三好町・三加茂町 
 
 
２ 開催日時  平成１７年 ２月２８日 午前１１時 開会 
 
 

３ 開催場所  三好町東部福祉センター２階大会議室 
 

 

４ 参 加 者  約１３０人 
 
 
５ 調印式次第 

  （１）開会 

（２）経過報告 

  （３）合併協定書調印（２町長調印 立会人：徳島県知事） 

  （４）主催者挨拶（合併協議会会長） 

  （５）来賓祝辞 

  （６）祝電披露 

  （７）万歳三唱 

  （８）閉会 

※ 式典時間は約１時間程度を予定 
※ 式典終了後、２町長の記者会見を予定 
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日程１８

第２２回合併協議会の日程(案)について

平成１７年 ３月２９日（火）午後３時００分より
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