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－ 次 第 －

１ 挨 拶 呉 市 長 小笠原 臣 也

２ 開 会

３ 会議録署名委員の指名

４ 協議事項

◇行政制度等に関する協議事項

［継続協議項目］

協議第２７号 教育・文化・スポーツの振興について

協議第２８号 人権行政の取扱いについて

協議第２９号 コミュニティの振興等について

協議第３０号 水道事業の取扱いについて

協議第３１号 下水道事業の取扱いについて

協議第３２号 消防・防災体制整備について

協議第３４号 公共料金等の取扱い

(１)保育料

（２)介護保険料

（３)国民健康保険料

（４)水道料金

①公共下水道事業（５)下水道使用料等

②集落排水事業

５ そ の 他

６ 挨 拶 呉市議会議長 中 田 清 和

７ 閉 会
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委員 蒲刈町商工会会長 兼田 定夫

委員 蒲刈町女性連合会副会長 高岡 忍



（安浦町）

副会長 安浦町長 沖田 範彦

委員 安浦町助役 坂井 紀明

委員 安浦町議会議長 森本 茂樹
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委員 安浦町女性連合会副会長 岸本 美代子

委員 安浦町商工会会長 堀尾 忠男

（豊浜町）

副会長 豊浜町長 狹間 襄治

委員 豊浜町助役 隠地 忠爾

委員 豊浜町議会議長 土佐 武

委員 豊浜町議会副議長 伊藤 圭一

委員 豊浜町議会合併問題調査特別委員会委員長 西永 英典

委員 豊浜町議会合併問題調査特別委員会副委員長 大川 一也

委員 豊浜町自治会小野浦区長 西野 國定

委員 豊浜町自治会山崎区長 坂 孝好

委員 豊浜町自治会立花区長 大奈良 靖

（豊 町）

副会長 豊町長 長本 憲

委員 豊町助役 大町 武之

委員 豊町議会議長 大道 洋三

委員 豊町議会副議長 本末 満

委員 豊町議会総務常任委員会委員長 廿日出 真二

委員 豊町議会産業建設常任委員会委員長 長浜 要悟

委員 豊町連合町内会会長 琢明 知之

委員 豊町商工会会長 村尾 征之

委員 豊町女性会会長 築山 トヨコ

（広島県）

顧問 広島県呉地域事務所長 三上 忠彦



第 ６ 回

合併協議会合同会議

協 議 事 項

◇行政制度等に関する協議

［継続協議項目］

協議第27号 教育・文化・スポーツの振興 ・・・ Ｐ ２

協議第28号 人権行政の取扱い ・・・ Ｐ１１

協議第29号 コミュニティの振興等 ・・・ Ｐ１６

協議第30号 水道事業の取扱い ・・・ Ｐ２５

協議第31号 下水道事業の取扱い ・・・ Ｐ２５

協議第32号 消防・防災体制整備 ・・・ Ｐ２６

協議第34号 公共料金等の取扱い

（１）保育料 ・・・ Ｐ３１

（２）介護保険料 ・・・ Ｐ３２

（３）国民健康保険料 ・・・ Ｐ３３

（４）水道料金 ・・・ Ｐ３４

（５）下水道使用料等

①公共下水道事業 ・・・ Ｐ３５

②集落排水事業 ・・・ Ｐ３６
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16 各種事務事業の取扱い

行政制度等に関する調整方針及び協議事項

行政制度等の調整については，合併に際し，行政制度の違いから市町の住民生活に支障を来さないように

行政の事務・事業（福祉，保健，医療，衛生，経済振興，まちづくり，学校教育，文化・スポーツ振興，上

・下水道，消防・救急など）について，事前に調整を図るものです。

また，調整にあたっては，原則として呉市の制度に統一することを基本に，次の点に留意しながら協議を

進めていくこととします。

（１） 呉市の制度に該当する町制度がない場合は，呉市の制度を適用していくこととする。

（２） 市町にほぼ同水準の制度がある場合は，呉市制度に準拠し，できるだけ統一が図られるよう調整

していくこととする。

（３） 町制度に該当する呉市制度がない場合は，合併に伴い住民サービスの低下を招かないよう個別に

協議し，必要性や財政状況等を総合的に判断する中で，廃止あるいは段階的，経過的な措置を検討

していくこととする。
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［継続協議項目］

協議第27号

教育・文化・スポーツの振興

内 容

学校教育，生涯学習の推進，文化・スポーツ振興などについて協議する。

調整方針（合併協定案）

○ 原則として呉市の制度を適用するものとする。

ただし，個別事業・制度等については，町地域の学校教育，社会教育，文化・スポーツ振興事業の推

進が図られるよう，協議・調整を行うものとする。

○ 学校教育施設，文化・スポーツ施設等は，現行のとおり呉市が引き継ぎ，維持管理・整備に努める。

市・町の現状及び参考資料

○行政制度調整調書 Ｐ５５～６０

Ｐ６７～７４

音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

調整方針（１）の項目数 １３ ２０ ２２ １２ ３２ ２７

調整方針（２）の項目数 ４７ ４０ ３８ ４８ ２８ ３３

調整方針（３）の項目数 １ １ １ １ － １



呉　市 音戸町 倉橋町

○学校教育

①障害のある児童生徒に対し，
個に応じた指導を行うための障
害児学級等設置
　知的障害学級：
      小２６，中１６
　情緒障害学級：
　    小１４，中  ５
　肢体不自由学級：
　    小  ２，中  １
　病弱(院内)学級：
      小  １，中  １
　言語通級指導教室：
      小  ４
②養護学級合同行事の実施
　宿泊学習，運動会，校外学習，
作品展，お楽しみ交流会
③障害児指導員配置：３８名

　なし

　障害児学級在籍児童及び生徒
の保護者の経済的負担を軽減
するため，世帯の収入に応じて，
学校給食，通学，学用品購入，
修学旅行等に必要な経費を補助
している。

学用品費等 就学援助の半額
新入学学用品費 就学援助の同額

校外活動費 実費の半額

修学旅行費
実費の半額
小学校：１３，５００円以内
中学校：２７，５００円以内

通学費 実費

通級費 実費

学校給食費 就学援助の半額

交流学習
交通費

実費(需要額の２．５倍以上の場
合は３／４補助)

職場実習
交通費

実費(中学校のみ，需要額の２．
５倍以上の場合は３／４補助)

拡大教材費 実費の半額

卒業アルバム代 実費(１０，０００円以内)

　認可の私立幼稚園へ，３歳児・
４歳児・５歳児及び満３歳に達し
た幼児を通園させている世帯
（市民税の所得割課税額による
制限あり）を対象として，入園
料，保育料の減免を行っている。

個人住民税
非課税世帯又は
生活保護世帯

　第１子：１３６，８００円
　第２子：１７８，０００円
　第３子：２２０，０００円

個人住民税
所得割非課税
世帯

　第１子：１０４，２００円
　第２子：１５５，０００円
　第３子：２０７，０００円

個人住民税所
得割8,800円
以下の世帯

　第１子：  ７９，９００円
　第２子：１３８，０００円
　第３子：１９７，０００円

個人住民税所
得割102,100円
以下の世帯

　第１子：  ５６，１００円
　第２子：１２２，０００円
　第３子：１８７，０００円

ほか　１３項目 ほか　１７項目

１３項目 ２０項目

私立幼稚園就園
奨励費補助
（補助限度額）

（調書　P５８）

　なし

障害児教育就学奨
励
（支給額）

（調書　P５６）

　なし

（１）呉市の制度に該当する町制度がない場合は，呉市の制度を適用していくこととする。

　調整方針案：　呉市の制度を適用する。

該当項目

児童・生徒教育：
障害児教育の推進
（調書　P５５）

合　計　項　目　数
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

　なし 　なし

ほか　１９項目 ほか　１１項目 ほか　３１項目 ほか　２４項目

２２項目 １２項目 ３２項目 ２７項目

　なし

　なし

　なし　なし

　なし　なし
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呉　市 音戸町 倉橋町

○学校教育

①コンピュータ整備状況
　小学校(３７校)：
　　１，４０１台導入(１人１台対応)
　中学校(１９校)：
　　　　８０５台導入(１人１台対応)
　高等学校(１校)：
　　　　１３３台導入
②インターネット接続状況
　小・中学校全校
③呉市の研究推進校
　小学校１校
④文部省先進的教育用ネット
ワークモデル事業校
　小学校２校，中学校４校，
　高等学校１校

①コンピュータ整備状況
　小学校(７校)：７８台導入
　中学校(２校)：７７台導入
②インターネット接続状況
　小･中学校全校

①コンピュータ整備状況
　小学校(４校)：４０台導入
　中学校(２校)：６８台導入
②インターネット接続状況
　小･中学校全校

　英語指導助手を招致し，中･高
等学校において英語授業の補
助に当たるとともに，小学校にお
ける英会話の指導を行ってい
る。
また，英語担当教員の現職研修
の補助を行っている。
　英語指導助手：１０名

※実施方法については，地理的条件
も勘案したうえで，調整していくものと
する。

①英語指導助手の受け入れ
　中学校において英語授業の補
助を行うとともに，英語担当教員
の現職研修の補助を行ってい
る。
　英語指導助手：１名
②国際交流員：１名
　小学校において交流

英語指導助手の受け入れ
　小・中学校において英語授業
の補助を行っている。
　英語指導助手：１名

①スクールカウンセラー活用
  中学校：８校
②学校派遣カウンセラー活用
  ３名
③心の教室相談員配置
  中学校：１１校
④もしもし相談電話設置
  教育相談センター内
⑤メンタルフレンド活用
  要請に応じて実施

心の教室相談員配置
  中学校：１校

①心の教育相談室
  相談員：２名
②あいさつ運動の推進

　小学校４㎞以上，中学校６km
以上の地域からの交通機関利
用の通学者を対象として，６か月
定期の３割を補助している。（年
２回交付）

※当面，現行のとおりとする。

　公共交通機関利用者に対し，
定期券購入費の半額補助を行っ
ている(指定校変更及び区域外
就学者を除く)。

　通学に公共交通機関を必要と
する小・中学生を対象として，呉
市営バス及び町営バスの定期
券購入費を全額補助している。

①小学校３６校において，自校
調理方式により完全給食[パン
又は米飯(週２回)，牛乳，おか
ず]を実施。
　単価：普通給食１食当たり
　　　　　小学校：２１０円
②下蒲刈小学校，中学校１９校
においてミルク給食(牛乳のみ)を
実施。

※当面，現行のとおりとする。

　小学校７校，組合立１校含む中
学校３校において，共同調理方
式により完全給食[パン又は米
飯(週３．５回)，牛乳，おかず]を
実施。
　単価：普通給食１食当たり
          小学校：２１０円
          中学校：２４５円

　組合立１校含む小学校５校，中
学校２校において，共同調理方
式により完全給食[パン又は米
飯(週３．５回)，牛乳，おかず]を
実施。
　単価：普通給食１食当たり
          小学校：２００円
          中学校：２４０円

児童・生徒指導：
教育相談施策の充実
（調書　P５６）

児童生徒遠距離通学援助
（調書　P５６）

学校給食
（調書　P５７）

児童・生徒教育：
英語教育の振興
（調書　P５５）

該当項目

児童・生徒教育：
コンピュータ教育の推進
（調書　P５５）

（２）　市町にほぼ同水準の制度がある場合は，呉市制度に準拠し，できるだけ統一が図られるよう
　　調整していくこととする。

　調整方針案：　原則，呉市の制度に統一するものとする。
　　　　　　　       　※ただし，調整に当たっては，町地域の実情に配慮するものとする。
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

①コンピュータ整備状況
　小学校(２校)：各校１０台導入
　中学校(１校)：      ２８台導入
ハード面は整備済み
校内ＬＡＮ未整備

①コンピュータ整備状況
　小学校(５校)：１１５台導入
　中学校(１校)：  ４８台導入
②インターネット接続状況
　小･中学校全校
③教育委員会にサーバを置き各
小中学校６校を無線で接続する
ことにより情報の共有化を図る。
④各小中学校とも有線で校内
LANの整備済み。

①コンピュータ整備状況
　小学校(１校)：１１台導入
　中学校(１校)：１６台導入
②インターネット接続状況
　小･中学校全校

①コンピュータ整備状況
　小学校(１校)：１７台導入
　中学校(１校)：１９台導入
②インターネット接続状況
　小･中学校全校

①英語指導助手の受け入れ
　保育所･小学校･中学校におい
て英語力向上を図っている。
　英語指導助手：１名
②外国人講師による総合学習
　中学生英語スピーチコンテスト
の実施

　中学校において英語授業の補
助を行うとともに，小学校へも派
遣し，英語に慣れ親しむことによ
り児童の興味関心を高めてい
る。
　英語指導助手：１名
　　(民間会社へ委託)

英語指導助手の受け入れ
　幼小中学校において英語授業
の補助を行うとともに幼稚園･小
学校住民(夜間)の指導を行って
いる。
　英語指導助手：１名

英語指導助手の受け入れ
　小･中学校において英語授業を
行っている。
　英語指導助手：１名

①心の教室相談員配置
  中学校：１校
②あいさつ運動の推進

①スクールカウンセラー活用
  中学校：１校
②教育相談開設
③あいさつ運動の推進

なし なし

　児童生徒をスクールバスにより
送迎している。
　スクールバス運転委託料：
　　３，４８０千円（H１５）

　安登地区の電車通学する生徒
及び町内全域のバス通学する生
徒を対象として， １／２補助を
行っている。
　また，スクールバス２台，通学
タクシー１台による送迎を無料で
行っている。

　児童･生徒をバス及びスクール
ボートにより無料で送迎してい
る。

①小学校４㎞以上，中学校６km
以上の地域からの交通機関･交
通用具利用の通学者
②幼稚園のあずかり保育にタク
シーを使用する保護者
②船舶使用の通学者
を対象として，実費分を補助して
いる。

　小学校２校，中学校１校におい
て，共同調理方式により完全給
食[パン又は米飯(週３回)，牛
乳，おかず]を実施。
　単価：普通給食１食当たり
          小学校：２４０円
          中学校：２６０円

　小学校５校，中学校１校におい
て自校調理方式により完全給食
[パン又は米飯，牛乳，おかず]を
実施。
　単価：普通給食１食当たり
     野路中切小，安登小，
　   野路東小，内海小：２２０円
     三津口小：２４０円
     中学校：   ２６０円
　米飯給食の実施状況
　 　野路中切,安登,三津口,
     内海小学校：週２回実施
　　 安浦中学校：週２．５回実施
　 　野路東小学校：週３回実施

　幼稚園１園，小学校１校，中学
校１校において，共同調理方式
により完全給食[パン又は米飯
(週３回)，牛乳，おかず]を実施。
　単価：普通給食１食当たり
          幼稚園：２００円
　        小学校：２００円
          中学校：２４０円
    (H１５年度２学期改正)

幼稚園１園，小学校１校，中学校
１校において，共同調理方式に
より完全給食[パン又は米飯(週
３回)，牛乳，おかず]を実施。
　単価：普通給食１食当たり
          幼稚園：２４０円
          小学校：２４０円
          中学校：２７０円
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呉　市 音戸町 倉橋町

○社会教育

団体数：５４
補助額：
      連合会へ５００，０００円／年

※補助金については，経過措置をと
る方向で調整していく。

団体数：８(小学校区単位)
補助額：
      連合会へ２７０，０００円／年

団体数：４(小学校区単位)
補助額：合計４０，０００円／年

呉の子どもを守る会議
青少年育成音戸町民会議
補助額：３５０，０００円

青少年育成倉橋町民会議
補助額：８０，０００円

ボーイスカウト･ガールスカウト連
絡協議会
補助額：１５０，０００円

※補助金については，経過措置をと
る方向で調整していく。

なし なし

団体数：小･中学校５６団体
補助額：連合会へ６０，０００円
高校補助なし

※補助金については，経過措置をと
る方向で調整していく。

団体数：小･中学校(９団体)
補助額：連合会へ２４３，０００円

団体数：小･中学校(６団体)
補助額：６４，０００円(合計)

○文化･スポーツの振興

①地元芸術家の活動発表の場
  文化祭，美術展
②市文化団体連合会への補助
  １００，０００円　       など

※補助金については，経過措置をと
る方向で調整していく。

文化団体育成補助
　文化協会：２７０，０００円
　音戸の舟唄保存会
　　　　　　　　：８０，０００円　など

文化団体育成事業補助

体育指導委員協議会
　委嘱委員数：８０人以内
      　　       (現在７９人)
　報酬：２０，６００円／年

指導委員数：１２人以内
       　　     (現在１２人)
報酬：５，０００円／日

指導委員数：１２人
報酬：３５，７００円／年

①市民体育大会，市体育祭
②各地区町民運動会
③体力テスト会，ロードレース，
駅伝，ヨット教室等開催
④体育振興財団主催の各種ス
ポーツ大会

※運営手法も含め，引き続き各大会
が実施できる方向で調整する。

①ファミリーバドミントン大会
　(年２回)
②音戸フェスティバル
　(ソフトボール，バレー等)
③体育協会主催で各種大会を
実施
④清盛スポーツクラブ(総合型地
域スポーツクラブ(H１５．３．３０
設立))主催の各種スポーツ大会
（事業費５，５９６，０００／年）

スポーツフェスティバル
　(毎年度春･秋競技実施)
　住民のスポーツに対する意欲
の向上を目的として開催する。
　対抗競技(ソフトボール，ゲート
ボール，ビーチボールバレー，
バレーボールなど)

呉市体育協会補助金
  ５，１５０，０００円／年
下蒲刈体育協会補助金
  ５７０，０００円／年

※体育協会への補助金については，
経過措置をとる方向で調整していく。

体育協会補助金
  １，８００，０００円／年
清盛スポーツクラブ補助金
  ５，５９６，０００円／年（５年間）

　１４８，０００円／年

ほか　３５項目 ほか　２８項目

４７項目 ４０項目

文化の振興：
芸術家･芸術文化団体の育成
（調書　P６７）

社会教育・スポーツの振興：
体育指導委員
（調書　P６７）

社会教育・スポーツの振興：
スポーツ大会
（調書　P６７）

社会教育・スポーツの振興：
体育協会等への補助
（調書　P６７）

青少年団体への助成：
子ども会
（調書　P５９）

合　計　項　目　数

青少年団体への助成：
青少年育成市町村民会議
（調書　P５９）

青少年団体への助成：
地域青少年団体等
（調書　P５９）

青少年団体への助成：
ＰＴＡ
（調書　P５９）

該当項目
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

団体数：３(小学校区単位)
補助額：８１，０００円／年

団体数：２４(地域単位７８６人)
補助額：３６０，０００円／年

豊浜町子ども会育成連絡協議会
団体数：１
補助額：３０，０００円／年

団体数：８
  (小学校区単位及び各分区)
補助額：２４０，０００円／年

青少年育成蒲刈町民会議
青少年育成安浦町民会議
補助額：７５０，０００円

豊浜町青少年育成町民会議 豊町青少年育成町民会議

①スポーツ少年団に対する補助
　補助額：年８１，０００円以内
②スポーツ少年団の県団体への
登録料補助：年１０，０００円

町スポーツ少年団
補助金：４０５，０００円

豊浜町青年団
団体数：１
補助金：１００，０００円／年
活動内容：県スポーツ大会･町内
各大会参加，福祉祭り手伝い，
カーブミラー清掃

スポーツ少年団への支援
･豊島マリンキッズ(少年野球)
　３０，０００円／年
･剣道スポーツ少年団
(大浜剣児会)
　３０，０００円／年

なし

蒲刈町ＰＴＡ連合協議会
補助額：１６２，０００円(１団体)

安浦町ＰＴＡ連合会
補助額：１６２，０００円(１団体)

ＰＴＡ連合会(小･中学校)
補助額：１５０，０００円(１団体)

豊町ＰＴＡ連合会
補助額：３２，０００円

蒲刈町文化協会

①地元芸術家の活動発表の場
　文化祭
②文化団体連絡協議会への
補助：１５４，０００円

文化活動(教育文化会)への
補助：２３０，０００円

豊町文化協会へ補助

協議会なし
　指導委員数：８人
　報酬：２１，２００円／年

体育指導委員協議会
　指導委員数：２０人
　報酬：４０，０００円／年

豊浜町体育指導委員協議会
　指導委員数：５人
　報酬：１５，０００円／年

体育指導員協議会
　指導委員数：７人
　報酬：１５，７００円／年

①さわやかオレンジロードレース
　自分の体力に合わせた距離と
ペースで走る。
②ウォークアンドグランドゴルフ
　午前ウォーキング，昼食をはさ
んでグランドゴルフ
③スポーツ大会
　町民が気楽に楽しめる競技(ソ
フトボール，バレーボール，ビー
チバレー，サッカー，グランドゴ
ルフなど)の実施
④各区民運動会
⑤ＰＴＡ球技大会

①スポーツチャレンジデー，ス
ポーツレクリエーションを通して
体力づくりや健康増進･ふれあい
など目的とする。プログラムは５
競技実施
②町民体育祭(隔年実施)
③その他
　フォークダンス教室，小学生ス
ポーツ大会，ふれあい駅伝大
会，サマーナイトウォーク，ス
キー教室，わくわく山歩き(毎月
第４土曜日)，かもめ広場，
ニュースポーツ教室等(参加は３
００名)

①３町村共同開催のウォークラ
リー大会
②町民運動会
③スポーツレクリエーション
　町体協による対抗競技(ソフト
ボール，ゲートボール，ソフトバ
レーボール，グランドゴルフ，町
内駅伝等)
④ニュースポーツ講習会

①３町村共同開催のウォークラ
リー大会
②町民運動会
③町体協によるソフトボール大
会，ゲートボール大会
④ふれ愛!!瀬戸内スポーツクラブ
を設置

　８１０，０００円／年 　９００，０００円／年 　４００，０００円／年 　７３０，０００円／年

ほか　２５項目 ほか　３５項目 ほか　１６項目 ほか　２２項目

３８項目 ４８項目 ２８項目 ３３項目
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○学校教育

呉　市 音戸町 倉橋町

　社会福祉協議会の修学資金
（生活福祉資金貸付事業）及び
県の高等学校等奨学事業で対
応している。

奨学資金貸付事業
　音戸町奨学資金貸付基金管理
運用規則に定められた者(町内
に１年以上在住者，経済的理由
などにより修学困難になった者，
特定の免許･資格を取得目的の
者など)を対象として実施してい
る。
　奨学資金の種類及び貸付限度
額はそれぞれ異なる。

奨学資金貸付基金
　H14年度末　１０５，０４６千円

奨学資金貸付事業
　倉橋町奨学資金貸付基金の設
置及び管理条例に定められた
者，倉橋町に住所を有する者の
子で，大学(同程度の学校で学
校教育法第１条に規定するもの
を含む。)に入学するものまたは
在学するものを対象として実施し
ている。
　入学支度金(大学)
　　：３００千円以内
　就学資金(大学)
　　：月額５０千円以内
　倉橋町の基準があり，家族の
収入，人数，家庭の状況等によ
り可否及び貸与金額が決定され
る。

奨学資金貸付基金
　H14年度末　２４，９８８千円

１項目 １項目

奨学資金貸付事業
（調書　P５７）

該当項目

　調整方針案：　町制度は廃止する。
　                   ただし，合併時，既に貸与を受けている者については，在籍校を卒業
                  するまでは現行のとおりとする。

（３）　町制度に該当する呉市制度がない場合は，合併に伴い住民サービスの低下を招かないよう
　　個別に協議し，必要性や財政状況等を総合的に判断する中で，廃止あるいは段階的，経過的
　　な措置を検討していくこととする。

合　計　項　目　数
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

　蒲刈町奨学資金貸付要綱に基
づき，経済的事由により大学進
学が困難な者に対し，入学時必
要な資金の貸し付けを行ってい
る。
　貸付限度額：５００千円以内

　高校，高専，大学，短大，専修
学校(高等課程，専門課程)に在
学する者のうち，経済的な理由
により修学に困難がある者に対
し，修学上必要な学資金の一部
を貸与する。
　返済期間：２０年
①国公立高校，国公立高専(１～
３年)，国公立専修学校(高等課
程)
  　自宅：　 １８千円
  　自宅外：２３千円
②私立高等学校，私立高専(１～
３年)，私立専修学校(高等課程)
  　自宅：   ３０千円
  　自宅外：３５千円
③国公立大学及び短期大学，国
公立高専(４～５年)，国公立専修
学校(専門課程)
  　自宅：   ４２千円
  　自宅外：４８千円
④私立大学及び短期大学，私立
高等専門学校(４～５年)，私立専
修学校(専門課程)
  　自宅：   ５１千円
  　自宅外：６１千円

奨学金基金
　H14年度末　３，０００千円

　なし

奨学資金貸付事業
　豊町奨学資金貸付基金の管理
に関する規則に定められた者
(豊町に生活の根拠を有する者，
修学意欲の旺盛な者，家庭の事
情により在学が困難な状況にあ
る者)に対し，学資の一部を貸付
けする。
　貸付限度額
①高校奨学金：月額３０千円
　　(８月は支給しない)
②大学奨学金：月額５０千円
　　(８月は支給しない)

　Ｈ１３年度以前の奨学生が学
校を卒業後に豊町に帰町し，未
償還金がある場合には，在住年
数に応じて，償還年賦額を免除
している。（14年度からの貸付者
については廃止）

奨学資金貸付基金
　H14年度末　２６，６８６千円

１項目 １項目 － １項目
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協議第28号

人権行政の取扱い

内 容

人権政策・啓発，男女共同参画施策などについて協議する。

調整方針（合併協定案）

○ 原則として呉市の制度を適用するものとする。

ただし，個別事業・制度等については，町地域の人権政策・啓発事業の推進が図られるよう，協議・

調整を行うものとする。

市・町の現状及び参考資料

○行政制度調整調書 Ｐ６１～６３

音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

調整方針（１）の項目数 ６ ８ ７ ４ ８ ５

調整方針（２）の項目数 ７ ５ ６ ９ ５ ８



該当項目 呉　市 音戸町 倉橋町

○男女平等意識の確立

男女平等意識の醸成
（調書　P６３）

①くれ男女共同参画セミナー
　人材養成のための講座の開催
②男女共同参画社会づくり講演
会
③男女共同参画社会づくり情報
紙｢アンサンブル｣(啓発紙)の作
成(年１回)
④職員男女共同参画セミナー
　職員研修の充実
⑤｢くれ男女共同参画推進条例｣
の制定(H１３．１２．２１施行)
⑥呉市男女共同参画推進審議
会の設置
⑦男女共同参画基本計画の策
定(H１５．３策定)

　なし 　なし

ほか　５項目 ほか　７項目

６項目 ８項目

（１）呉市の制度に該当する町制度がない場合は，呉市の制度を適用していくこととする。

　調整方針案：　呉市の制度を適用する。

合　計　項　目　数
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

　なし 　なし 　なし

ほか　６項目 ほか　３項目 ほか　７項目 ほか　５項目

７項目 ４項目 ８項目 ５項目
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該当項目 呉　市 音戸町 倉橋町

○人権対策

同和対策
（調書　P６１）

①ハード面での残事業なし
②団体補助金(H15年度)：
　　部落解放同盟３支部
　　　４，８２４千円
③個人給付事業：
　就労対策としての修業資金
のみ

※合併時までに調整を図っていく。

①ハード面での残事業なし
②団体補助金(H15年度)：
　1)五地区連合同士志会：
　　　１，９４４千円
　2)部落解放同盟：
　　　　　９００千円
　3)部落解放運動連合会：
　　　　　９００千円
③個人給付事業：
　就労対策としての修業資金
のみ

①ハード面での残事業なし
②団体補助金なし
③個人給付事業：
　就労対策としての修業資金
のみ（新規なし）

隣保館
（調書　P６１）

①施設数：３館
②設置目的：
　地域及び周辺地域のコミュニ
ティづくりと人権問題解決のため
の事業を推進している。
(正規職員２名／館で対応)

※施設については現行のとおり引き
継ぐものとする。
　人員配置については，合併時までに
調整を図っていく。

①施設数：１館
②設置目的：呉市に同じ

　なし

人権相談
（調書　P６１）

　｢呉市人権擁護委員会｣に相談
事業を委託。
　委員２名が毎月第２･４月曜
日，１０～１６時，市民の人権に
関する相談に対応している。

　｢音戸町人権擁護委員協議会｣
に相談事業を委託。
　委員が毎月第２火曜日，１０～
１５時，町民の人権に関する相
談に対応している。
(行政相談と併せて開催)

　人権擁護委員４名が交代で，
毎月第２火曜日，１０時～１５
時，町民の人権に関する相談に
対応している。

○人権啓発

啓発事業
（調書　P６２）

①市民･企業･行政職員等を対
象とした研修会に講師を派遣
②人権啓発リーフレットを作成･
配布
③人権啓発ポスター･カレンダー
を作成･配布
④人権展開催
⑤テレビ･ラジオ広報
⑥｢世界人権宣言｣呉実行委員
会と共催して，講演会･研究集会
開催

①住民学習会の実施
②人権講演会の開催

　なし

教育集会所事業
（調書　P６２）

　教育集会所を市内３カ所に設
置し，次の事業を実施している。
①地域住民の自主的かつ組織的な
社会教育活動の促進に関すること
②児童生徒の学習指導及び生活指
導に関すること
③青少年，成人の教養及びレクリ
エーションその他文化に関すること
④その他，社会教育振興のための施

設として，その使用に関すること

※施設については現行のとおり引き
継ぐものとする。

　教育集会所を町内３カ所に設
置。
　②③④呉市に同じ

　教育集会所を町内２カ所に設
置しているが，ソフト面での事業
展開はしていない。

ほか　２項目 ほか　２項目

７項目 ５項目合　計　項　目　数

（２）　市町にほぼ同水準の制度がある場合は，呉市制度に準拠し，できるだけ統一が図られるよう
　　調整していくこととする。

　調整方針案：　原則，呉市の制度に統一するものとする。
　　　　　　　       　※ただし，調整に当たっては，町地域の実情に配慮するものとする。
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

団体補助金(H15年度)：
　部落解放同盟２支部
　　２００万円

①ハード面での残事業
  1)地区道路改良
  2)墓地移転
②団体補助金(H15年度)：
　　部落解放同盟安浦支部
　　　１５０万円

①ハード面での残事業なし
②団体補助金(H15年度)：
　　部落解放同盟豊浜支部
　　　２５０万円
③個人給付事業は就労対策とし
ての修業資金のみ

①ハード面での残事業なし
②団体補助金(H15年度)：
　　部落解放同盟豊支部
　　　２００万円
③個人給付事業実施

①施設数：１館
②設置目的：呉市に同じ

①施設数：１館
②設置目的：呉市に同じ

①施設数：１館
②設置目的：呉市に同じ

　なし

　年３回(６･８･１２月)，人権相談
所を開設し，呉法務局蒲刈町人
権擁護委員２名が相談に対応し
ている。

　呉人権擁護委員会安浦川尻支
部に相談事業委託し，委員４名
が年２回，町民の相談に対応し
ている。

　人権擁護委員２名が，年２回
（１０：００-１５：００）住民の相談
に対応している。

　人権擁護委員２名が，年２回
（１０：３０-１５：３０）住民の相談
に対応している。

　ポスター等による啓発や，１２
月の人権週間には物品を配付
するなど啓発広報を実施してい
る。

　世界人権宣言安浦実行委員会
と共催し，人権展を開催してい
る。

①児童生徒による｢人権啓発ポ
スター･標語募集｣
②人権カレンダー標語集を各世
帯に配布
③人権意見発表会

①児童生徒による｢人権標語｣
②人権週間中に人権啓発･街頭
活動
③広報紙･有線テレビを利用
④人権カレンダーを作成，配布
⑤人権講演会開催
⑥人権パネル展示

　教育集会所を町内１カ所に設
置。

　教育集会所を町内１カ所に設
置。

　なし
　教育集会所を町内１カ所に設
置。
　①②③④呉市に同じ

ほか　１項目 ほか　４項目 ほか　１項目 ほか　４項目

６項目 ９項目 ５項目 ８項目
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協議第29号

コミュニティの振興等

内 容

自治組織，国際交流・協力，広報・広聴活動，相談事業などについて協議する。

調整方針（合併協定案）

○ 原則として呉市の制度を適用するものとする。

ただし，個別事業・制度等については，町地域のコミュニティ活動事業等の推進が図られるよう，協

議・調整を行うものとする。

市・町の現状及び参考資料

○行政制度調整調書 Ｐ６４～６６

Ｐ７５～７９

音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

調整方針（１）の項目数 １６ ２０ １９ １６ ２４ １８

調整方針（２）の項目数 ２４ ２０ ２１ ２４ １６ ２２



呉　市 音戸町 倉橋町

○コミュニティ振興

　呉市自治会連合会の活動に要
する経費に対し補助金を支出し
ている。
　補助額：２，７００，０００円以内

なし

○高度情報化への対応

　インターネット（メール直送便）
やFAX（ＦＡＸ直送便）により，利
用者に助成制度や研修会等の
情報を提供している。
①中小企業施策情報
　各種融資制度，助成制度に関
する情報
②技術研究情報
　呉地域産業振興センター等の
各支援機関が開催する講習会，
講演会，研修会等の情報
③地域の産業に関するその他の
情報
　イベント，呉地域産業振興セン
ターの事業紹介等

○国際交流･協力

①横路小と韓国鎮海市道泉初
等学校，呉三津田高と中国温州
中学が友好校
②市立呉高と台湾樹人女子高
級家事商業職業学校が国際交
流校

　なし 　なし

①ブレマトン市
　アメリカ合衆国，１９７０．８提携
　高校生の相互派遣等を行って
いる。
②マルベージャ市
　スペイン国，１９９０．１２提携
③鎭海市
　大韓民国，１９９９．１０提携
　模範運転者研修生の受け入
れ，芸術交流，スポーツ交流等
を行っている。
(国内：鳥取県名和町)

※国内の友好・姉妹都市提携につい
ては，合併前に，町において解消する
こととする。

　なし
　(国内：島根県掛合町
　Ｈ９．１２．１４提携)

　なし
　(国内：岡山県真備町
　Ｈ１４．１０．２提携)

ほか　１４項目 ほか　１７項目

１６項目 ２０項目

（１）呉市の制度に該当する町制度がない場合は，呉市の制度を適用していくこととする。

　調整方針案：　呉市の制度を適用する。

該当項目

町内会・自治会への助成：
自治会連合会事業補助
（調書　P６４）

国際理解の促進：
姉妹校･友好校との交流
（調書　P７７）

産業情報の提供
（調書　P７６）

姉妹･友好都市との交流
（調書　P７７）

合　計　項　目　数
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

なし なし

　なし 　なし 　なし 　なし

　なし 　なし 　なし

　なし
　なし
　(国内：広島県加計町
　Ｓ６１．１０．１４提携)

　なし
　なし
　(国内：北海道礼文町
　Ｓ５５．７．１提携)

ほか　１６項目 ほか　１３項目 ほか　２０項目 ほか　１２項目

１９項目 １６項目 ２４項目 １５項目
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呉　市 音戸町 倉橋町

○コミュニティ振興
自治会の組織
呉市自治会連合会(１)
　└地区自治会連合会(２１)
　　　└単位自治会(３５４)

①呉市交通安全推進協議会
　連合会
　市内全域を対象とした街頭指
導等の実施により交通安全意識
の高揚を図る連合会
　　団体数：１
　　補助額：３，５７８，０００円
②呉交通安全協会
　市内全域を対象とした交通安
全教室等の実施により交通安全
思想の普及･高揚を図る団体
　　団体数：１
　　補助額：７，９０９，９９１円
　（ただし，交通安全教育指導員
　活動費として）
③女性連合会
　　団体数：１
　　補助額：４００，０００円

※団体補助金については，経過措置
をとる方向で調整していく。

各区の組織
町内１４区

①女性会連合会
　　団体数：１
　　補助額：２７０，０００円
②敬老会
　　補助額：４，３３０，５００円
　　(１，５００円×２，８８７人)
③音戸倉橋交通安全協会への
助成
　設置単位：音戸，倉橋両町域を
対象とした交通安全教室等の実
施により交通安全思想普及･高
揚を図る団体
　　団体数：１
　　補助額：３００，０００円

各区の組織
町内２３区

①青少年健全育成関係
　･青少年健全育成連絡協議会
　･子ども会
　･母親クラブ
　･ＰＴＡ
②女性，高齢者関係
　･女性会
　･老人クラブ
③スポーツ団体
　･学区体育団体
④音戸倉橋交通安全協会への
助成
　設置単位：音戸，倉橋両町域を
対象とした交通安全教室等の実
施により交通安全思想普及･高
揚を図る団体
　　団体数：１
　　補助額：１６０，０００円
　　負担金：１４０，０００円
　　　　　　　(街頭配布物)

　呉市自治会連合会の活動に要
する経費に対し補助金を支出し
ている。
　補助額：２，７００，０００円以内

①各区のコミュニティ振興活動に
要する経費
　補助額：１，００５，０００円
②各区のボランティア活動のた
めの傷害保険
　１，０００，０００円／年

なし

(１)自治会長：報酬なし
(２)手数料等
①書類の配布
　　年５，０００円＋３００円
　　　×世帯数
②交通災害共済
　　３０円×人数
③国民健康保険料徴収
　　収納額の２．５%

　その他自治会費の独自徴収
あり

(１)報酬等(１４区合計)
　①出張所長報酬：
        ９，４０８，０００円／年
　②区長謝金：
　　　　１，２０４，０００円／年
(２)その他(１４区合計)
　①区長会研修補助：
            ４４８，０００円／年
②出張所燃料費：
　　　　　　　５３，０００円／年
③通信運搬費：
　　　　　　　１４，０００円／年
④土地借上：
　　　　　　２５２，０００円／年

(１)報酬等
　出張所長報酬：
　　１６，２３４，０００円（２３人）
(２)手数料等
　①県広報の配布：県支給額
　②税金の徴収：徴収率による

設置単位 原則として，自治会，支所区域 町全域 町全域

団体数 22 1 1

補助額 ７７３，０００円(H１５年度)
１，９８０，０００円
(報償費：民生委員謝礼金)

１２０，０００円(H１５年度)

（２）　市町にほぼ同水準の制度がある場合は，呉市制度に準拠し，できるだけ統一が図られるよう
　　調整していくこととする。

該当項目

民生委員･児童委員
協議会への助成
（調書　P６４）

※町地域に地区民協を
設置する。

町内会・自治会への助成：
自治会連合会事業補助
（調書　P６４）

町内会・自治会への助成：
自治会等に支払われる報酬･
手数料等
（調書　P６４）

　調整方針案：　原則，呉市の制度に統一するものとする。
　　　　　　　       　※ただし，調整に当たっては，町地域の実情に配慮するものとする。

コミュニティ組織
（調書　P６４）
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

常会等の組織
蒲刈町区長会(１)
　└地区組頭･常会長会(４)
　　　└単位組頭･常会(５４)

①蒲刈町交通安全協会への助
成
　　団体数：１
　　補助額：１０８，０００円
②女性会
　　団体数：４
　　補助額：６８０，０００千円

自治会の組織
安浦町自治会連合会(１)
(会長：１名，副会長：３名)
　　└単位自治会(４６)

①安浦町交通安全推進協議会
　町内における交通の環境整備
及び交通事故の防止を図る。
②広交通安全協会安浦支部へ
の助成
　安浦町と協同で街頭指導を行
い，交通安全思想の普及･高揚
を図る。
　　団体数：１
　　補助額：１６２，０００円
③女性連合会
　　団体数：１
　　補助額：４００，０００円

自治会の組織
　集落(６) 各集落ごとに正副区
長を選出し活動を行う。

①木江地区交通安全協会
　木江警察署管内の交通安全教
室等の実施により交通安全思想
の普及･高揚を図る団体
　　団体数：１
　　補助額：３００，０００円
②木江地区交通安全協会
　豊浜支部
　　団体数：１
　　補助額：５０，０００円
③豊浜町女性会連合会
　　団体数：１
　　補助額：３００，０００円

自治会の組織
豊町連合町内会(１)
　└単位町内会(４)

①木江地区交通安全協会
木江警察署管内の交通安全教
室等の実施により交通安全思想
の普及･高揚を図る団体
　団体数：１
　補助額：３００，０００円
②木江地区交通安全協会
　豊支部
　団体数：１
　補助額：１３５，０００円
③女性会
　団体数：１
　補助額：９０５，０００円

なし 　補助額：２，６０９，０００円 なし

①町内会連合会補助
　補助額：　 ８５６，０００円
　（内訳）
  ・事務費分：  100,000円
  ・自治会保険掛金分：
                    555,000円
  ・防災の日関係経費分：
                    161,000円
  ・白方公園トイレ汲取り分：
                     40,000円
②町内会連合会補助
   (各自治会分)
補助額：３，６００，０００円

区長等の報酬あり
①区長(４)：１００，０００円／月
②常会長･組頭(５４)：
　　　　　 　　　５０，０００円／年

自治会活動費補助金：
　３，５５７，６００円
　 (８００円×４，４４７世帯)

①正副区長と役員への報償費
　　区長
　　　小野浦区長　１５０，０００円
　　　内浦区長　 　１００，０００円
　　　山崎区長　  　 ９０，０００円
　　　大浜区長　　   ９５，０００円
　　　立花区長　　   ８５，０００円
　　　斎区長　　　    ８０，０００円
　　副区長
　　　５０，０００円×７名
　　組長
　　　３８，０００円×６３名
②区長会の研修に要する経費
に対する補助金
　補助額：１００，０００円(H15予算)

①町内会連合会補助３６０万円
を平等割各町内会１０万円，３２
０万円を人口により按分して各
町内会に配分し，役員報酬の一
部に充当
②豊町連合町内会補助金
　（活性化事業分）
　盆踊り，祭など町内の活性化
に対する事業に対して，連合町
内会補助２００万円を平等割各
地区２０万円，１２０万円を人口
により按分して各町内会に配分

町全域 町全域 町全域 町全域

1 1 1 1

予算の範囲内で運営費補助
２４３，０００円(H１５年度)

２７０，０００円(H１５年度)
予算の範囲内で事業補助
５００，０００円(H１５年度)

４５５，０００円(H１５年度)
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設置単位
呉市公衆衛生推進協議会を組
織し，自治会単位に単位団体を
組織(２１地区)

町全域 町全域

団体数 １(呉市公衆衛生推進協議会) 1 1

補助額
補助金なし
業務委託：
  １，７０３，１００円(H１５年度)

予算の範囲内で事業助成
①公衆衛生推進協議会
補助額：950,000円(H１５年度)
②地区衛生推進協議会
補助額：150,000円(H１５年度)

予算の範囲内で事業助成
補助額：４０，０００円(H１５年度)

設置単位
市内全域を対象としている呉市
防犯連合会

各警察署単位に連合会を組織
し，下部組織として各地域，団体
ごとに単位団体を組織

各警察署単位に連合会を組織
し，下部組織として各地域，団体
ごとに単位団体を組織

団体数 1 14 連合組織：２３

補助額 ４，７５７，０００円(H１５年度)

連合会に対し，予算の範囲内で
事業助成。暴力追放団体に補助
している。
H１５：１２０，０００円

連合会に対し，予算の範囲内で
事業助成。暴力追放団体に補助
している。
H１５：１２０，０００円

　集会所の新築(買収含む)，増
改築(１００㎡以内)に要する経費
に対し補助金を支出している。

①新築(買収含む)
　補助率
  　５０㎡以内：１／２
  　５０㎡を超えた部分：１／３
  　最高限度額：４，１６６千円
②増改築
  　補助率：工事費の１／３
  　最高限度額：３，３３３千円

　町が建設し，区又は老人クラブ
に管理を委託している。
(年間０～１２万円)
　土地は原則として地元が準備
する。

　なし

（参考　調書P66）
福祉センター 設置数 なし １施設 なし

設置数 ３２館 ９館 １２館

施設内容 集会室等 (呉市に同じ) (呉市に同じ)

老人いこいの家 設置数 １館(みはらし荘２階) １館 なし

設置数 ３施設 １施設

規模 延べ床面積：２，１４９．５㎡ 延べ床面積：５０５．０㎡

施設内容
相談室，集会室，教養娯楽室，
研修室

集会室，教養娯楽室，機能回復
訓練室

設置数 １３９館(自治会集会所の数)

７館
①集会所：１(有清)
②教育集会所：３
　(北隠渡，早瀬，渡子)
③コミュニティ会館：３
　(畑，早瀬，波多見)

１２館
①コミュニティホーム：７
②生活改善センター：５

設置基準 なし なし おおむね単位自治会に１館

規模等 各自治会で異なる。 (呉市に同じ) (呉市に同じ)

管理運営方法
各自治会が独自に建設し，運営
している。

町が国庫補助により建設し，町
が管理運営

町が建設し，自治会に管理を委
託

自治会集会所(自治
会館)

町内会・自治会集会所等整備補助：

集会施設整備補助
（調書　P６６）

防犯組合への助成
（調書　P６５）

※団体運営補助につい
ては，経過措置をとる
方向で調整していく。

老人集会所

公衆衛生推進協議
会への助成
（調書　P６５）

※補助金については，
内容を精査したうえで，
経過措置も検討してい
く。

該当項目

老人福祉センター なし
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

町全域
町全域
４６地域５２名の委員(自治会より
推せん)

町全域
町全域(町内４地区及び女性会
から選出)
１８名で組織

1 1 １(豊浜町公衆衛生推進協議会) 1

２１６，０００円(H１５年度)

①４０５，０００円(H１５年度)
②献血友の会（安浦町公衆衛生
推進協議会の部会：献血事業の
推進を図る）
　１６２，０００円(H１５年度)

３００，０００円(H１５年度) ３０２，０００円(H１５年度)

各警察署単位に連合会を組織
し，下部組織として各地域，団体
ごとに単位団体を組織

各警察署単位に連合会を組織
し，下部組織として各地域，団体
ごとに単位団体を組織

木江警察署単位に連合会を組
織している。

各警察署単位に連合会を組織
し，下部組織として各地域，団体
ごとに単位団体を組織

1 1 1 1

広警察署管内防犯組合連合会
負担金：４３，０００円

広警察署管内防犯組合連合会
負担金：１７０，０００円

木江警察署防犯組合連合会
補助額：２１０，０００円

木江警察署管内防犯組合連合
会補助
２５５，５２０円(H１５年度)

　町が建設している。

　集会所の新設(改築含む)に要
する経費及びエアコン設置に要
する経費に対し，補助金を支出
している。
①新築(改築含む)
　木造(坪：５０万)
　・１００世帯未満 １００㎡以内
　　限度額：３０坪＝15,000千円
　・１００世帯以上 １５０㎡以内
　　限度額：４５坪＝22,500千円
　鉄骨(坪：６０万)
　・１００世帯未満 １００㎡以内
　　限度額：３０坪＝18,000千円
　・１００世帯以上 １５０㎡以内
　　限度額：４５坪＝27,000千円
②エアコン設置
　補助率：設置費の１／３
　最高限度額：４００千円

　町が全額負担している。
　豊町補助金等交付規則によ
り，備品購入に要する経費に対
し補助金を支出している。

なし １施設 なし なし

４館 ６館 ６館

(呉市に同じ) (呉市に同じ) (呉市に同じ)

なし １館 なし なし

１施設 １施設

延べ床面積：６３６．８９㎡ 延べ床面積：２，２９８．４５㎡

(呉市に同じ)
集会室，会議室，講習室，調理
室，浴室など

４館 ９館 ６館 ３館

概ね単位区に１館 なし 各集落１館
町内９地域に１館
　大長５地区，久比２地区
　御手洗，沖友

各区で異なる。 １５０㎡以内 規模：９２㎡～３６６㎡ 各区で異なる。

町管理 自治会に委託 自治会に委託 自治会に委託

なし

なし なし
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○広聴

　市民生活課市民相談係を窓口
として，各種相談事業を行ってい
る。

①弁護士による法律相談：
　　毎水･金曜日
　(第２金曜日を除く)
②司法書士による登記法律相談：
　　毎月曜日(市役所)
    第３木曜日(昭和支所)
③行政相談委員による相談：
　　第２月曜日
④行政書士による相談会：
　　第２･第４木曜日
⑤交通事故相談員による相談：
　　毎水･木曜日
⑥消費生活相談員による相談：
　　随時
⑦職員による市民相談：
　　随時
⑧１日総合相談室
　　行政機関等：年２回
⑨合同相談所
　　行政機関等：年１回

　住民課を窓口として，各種相談
事業を行っている。

①弁護士による法律相談：
　年４回程度(不定期)
②人権･行政相談
　人権擁護委員，行政相談委員
による合同相談所開設
　毎月第２火曜日
③民生委員による心配ごと相談：
　毎週水曜日
　(社会福祉協議会が実施)

　各課を窓口として，各種相談事
業を行っている。
　
①弁護士による法律相談：
　年２回程度(不定期)
(福祉保健課)
②人権擁護委員による人権相談：
　毎月第２火曜日
(住民課)
③行政相談委員による相談：
　毎月第４火曜日
(総務課)
④民生委員による心配ごと相談：
　毎月第２･４火曜日
　人権相談，行政相談をそれぞ
れ合同で行う。
　(社会福祉協議会)

○情報公開と個人情報保護

条例

　Ｈ１１．１０．１
　呉市情報公開条例制定
　実施機関の職員が職務上作成
し，又は取得した文書，図画及
び写真(これらを撮影したマイク
ロフィルムを含む)のうち決裁，供
覧等の手続が終了し，実施機関
が管理しているものを対象として
公開している。
①公文書の閲覧：無料
②公文書の写しの交付
　Ａ３判まで１枚(片面)当たり
　白黒：１０円，カラー：５０円
　郵送料：実費

　Ｈ１５．１０．１
　音戸町情報公開条例制定
　実施内容は呉市に同じ

　Ｈ１４．１０．１
　倉橋町情報公開条例制定
　公開対象は呉市に同じ
①公文書の閲覧：無料
②公文書の写しの交付
　Ａ３判まで１枚(片面)当たり
　白黒：１０円，カラー：８０円
　郵送料：実費

実施機関

市長，公営企業管理者，消防
長，教育委員会，選挙管理委員
会，監査委員，公平委員会，農
業委員会，固定資産評価審査委
員会，議会

町長，公営企業管理者，教育委
員会，選挙管理委員会，監査委
員，公平委員会，農業委員会，
固定資産評価審査委員会，議会

町長，公営企業管理者，教育委
員会，選挙管理委員会，監査委
員，公平委員会，農業委員会，
固定資産評価審査委員会，議会

ほか　１５項目 ほか　１３項目

２４項目 ２０項目合　計　項　目　数

公文書公開
（調書　P７９）

相談
（調書　P７８）

該当項目
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　相談内容により各課が対応し
ている。

①人権相談：年２回
②行政相談：年２回
③年金相談：年１回

　総務課住民相談係を窓口とし
て，各種相談事業を行っている。

①人権相談：年２回
②行政相談：年１回

　住民課を窓口として，各種相談
事業を行っている。

①人権擁護委員による人権相談：
　年２回
②行政相談員による相談：
　年２回
③民生委員による心配ごと相談：
　月１回

　総務課庶務係を窓口として，各
種相談事業を行っている。

①人権擁護委員による人権相談：
　年２回(町民課)
②行政相談員による相談：
　月１回
③民生委員による心配ごと相談：
　月３回

　Ｈ１３．４．１
　安浦町情報公開条例制定
　公開対象は呉市に同じ
①公文書の閲覧：無料
②公文書の写しの交付
　Ａ３判まで１枚(片面)当たり
　白黒：２０円，カラー：１００円
　郵送料：有料

　Ｈ１４．４．１
　豊町情報公開条例制定
　実施機関の職員が職務上作成
し，又は取得した文書，図画及
び電磁的記録であって当該実施
機関の職員が組織的に用いるも
のとして，当該実施機関が保有
しているものを対象として公開し
ている。
①公文書の閲覧：無料
②公文書の写しの交付
　１枚(片面)当たりＡ３まで３０円
　Ａ３以上の図面等１枚１００円
　郵送料：有料

町長，教育委員会，選挙管理委
員会，監査委員，公平委員会，
農業委員会，固定資産評価審査
委員会，議会

町長，教育委員会，選挙管理委
員会，監査委員，農業委員，固
定資産評価審査委員会，議会

ほか　１４項目 ほか　１５項目 ほか　９項目 ほか　１３項目

２１項目 ２４項目 １６項目 ２２項目

　なし　なし
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協議第30号

水道事業の取扱い

内 容

料金，賦課・徴収，基盤整備・維持補修などについて協議する。

調整方針（合併協定案）

○ 町の水道事業は，現行のとおり呉市が引き継ぐものとする。

※ 水道料金の取扱いについては「公共料金等の取扱い」で今回提案

市・町の現状及び参考資料

○行政制度調整調書 Ｐ８０

協議第31号

下水道（集落排水）事業の取扱い

内 容

使用料，助成制度，基盤整備・維持補修などについて協議する。

調整方針（合併協定案）

○ 町の下水道（集落排水）事業は，現行のとおり呉市が引き継ぎ，整備を図っていくものとする。

※ 下水道使用料等の取扱いについては「公共料金等の取扱い」で今回提案

市・町の現状及び参考資料

○行政制度調整調書 Ｐ８１
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協議第32号

消防・防災体制整備

内 容

消防・救急体制，消防団組織，防災対策，交通安全対策などについて協議する。

調整方針（合併協定案）

○ 町地域の消防，救急・救助等については，呉市消防本部（呉市消防局）が所管するものとする。

○ 町の消防団は，全団員を呉市の消防団組織に統合し，再編整備していくものとする。

市・町の現状及び参考資料

○行政制度調整調書 Ｐ８２～８３

音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

調整方針（１）の項目数 － － ３ １ ２ ２

調整方針（２）の項目数 ６ ６ ３ ５ ４ ４



呉　市 音戸町 倉橋町

○防災

内容

　自治会を単位として組織する。
（事業内容）
①防災知識の普及
②風水害の予防
　（危険箇所の点検）
③防災訓練の実施
④防災資機材の整備
⑤災害発生時の状況把握，通
報，救護，避難誘導など

組織数
（組織率）

組織数：４１団体(H16.1現在)
組織率：９．２％

住民の防災
意識の啓発

　市広報紙｢くれ｣に啓発記事を
掲載している。

－ －

－ －合　計　項　目　数

（１）呉市の制度に該当する町制度がない場合は，呉市の制度を適用していくこととする。

　調整方針案：　呉市の制度を適用する。

該当項目

自主防災組織
（調書　P８３）
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

ほか　２項目 ほか　１項目 ほか　１項目 ほか　１項目

３項目 １項目 ２項目 ２項目

　なし　なし 　なし
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呉　市 音戸町 倉橋町

○消防団及び消防分団

分団数 ２４分団 １０分団 １９分団

団員数
定員：８８０人
実員：８１６人

定員：２８４人
実員：２８４人

定員：２９４人
実員：２７０人

詰所・車庫 ５２か所 １７か所 １９か所

団長 ８２，０００円 ７１，０００円 ６１，０００円

副団長 ６８，５００円 ５７，０００円 ４９，５００円

分団長 ５０，０００円 ４０，０００円 ３９，０００円

副分団長 ４５，０００円 ３５，０００円 ２７，０００円

部長 ３９，０００円 ２５，０００円 ２３，５００円

班長 ３６，５００円 ２５，０００円 ２１，５００円

団員 ３５，５００円 ２４，０００円 ２０，０００円

指導員 － － ３９，０００円

災害出動
　５時間未満：３，０００円／回
　５時間以上：６，０００円／回
その他の出動
　５時間未満：１，５００円／回
　５時間以上：３，０００円／回

　２，５００円／回

水火災･警戒･訓練の場合
  ２，５００円／日
消防団指導
  ３，５００円／日

非常備消防
　小型動力ポンプ：７２
　積載車：６１
　ポンプ車：３
　指揮車：１

非常備消防
　消防ポンプ車：１
　小型動力ポンプ：１３
　積載車：２０

非常備消防
　小型動力ポンプ：３８
　積載車：２０

○防災

内容

　自治会を単位として組織する。
（事業内容）
①防災知識の普及
②風水害の予防
　（危険箇所の点検）
③防災訓練の実施
④防災資機材の整備
⑤災害発生時の状況把握，通
報，救護，避難誘導など

音戸婦人消防隊
　音戸町先奥･有清･畑地区に居
住する女性で組織
（事業内容）
①火災予防についての研究
②家庭及び地域における防火思
想と普及の高揚
③消火栓及び消火器等による初
期消火活動訓練の実施
④その他この消防隊の目的達成
のため必要と認める事項

　原則として各集落単位とする。
（事業内容）
①防災知識の普及
②防災訓練
③災害発生時における情報の収
集伝達
④初期消火，避難誘導及び応急
対策等

組織数
（組織率）

組織数：４１団体(H16.1現在)
組織率：９．２％

組織数：１団体
組織数：１団体
組織率：４％

住民の防災
意識の啓発

　市広報紙｢くれ｣に啓発記事を
掲載している。

　町広報誌｢おんど｣に啓発記事
を掲載している。

　江能広域だよりに啓発記事を
掲載している。

（参考）

　H１６年度以降の整備に向けて
検討中

　役場を基地局とする屋外拡声
子局２７か所により，防災情報等
を町内全地域に無線で伝達す
る，

　役場を親局，鹿島を中継局とし，子
局の屋外拡声受信機３８か所と戸別
受信機との併用により，地震，台風，
大雨，火災，その他非常時に発生し
た万一の場合，一斉に広く速く正確に
情報伝達を行う。

ほか　４項目 ほか　４項目

６項目 ６項目合　計　項　目　数

防災行政無線システム等
（調書　P８３）

（２）　市町にほぼ同水準の制度がある場合は，呉市制度に準拠し，できるだけ統一が図られるよう
　　調整していくこととする。

　調整方針案：　町の消防団は全団員を呉市の消防団組織に統合し，再編整備していく。
　　　　　　　　　　団員の報酬等は，呉市の基準に統一。

該当項目

組織体制

年額報酬

　調整方針案：　原則，呉市の制度に統一するものとする。
　　　　　　　       　※ただし，調整に当たっては，町地域の実情に配慮するものとする。

消防機材整備

自主防災組織
（調書　P８３）

出務報酬

消防団
及び
消防分団
（調書　P８２）
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蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

４分団 １５分団 ６分団 ４分団

定員：１５０人
実員：１３５人

定員：２５０人
実員：２４８人

定員：１５１人
実員：１２２人

定員：１６０人
実員：１５８人

４か所 １９か所 ６か所 １１か所

６０，０００円 ８２，４００円 ７３，０００円 ７６，０００円

５０，０００円 ５７，９００円 ５５，０００円 ５５，０００円

４５，０００円 ３６，４００円 ３８，０００円 ３８，０００円

３５，０００円 － ３０，０００円 ３０，０００円

２３，０００円 － ２５，０００円 ２５，０００円

２３，０００円 － ２０，０００円 ２１，０００円

２２，０００円 １１，８００円 １８，０００円 １８，０００円

－ － － －

夜警：２，０００円／回
訓練：１，０００円／回
災害時の執務：
　特に定めはないが，状況に応
じ支出

２時間未満：２，０００円／回
２時間以上：４，０００円／回

火災：               ５，０００円／回
年末警戒：        ３，５００円／回
訓練，消火訓練：３，５００円／回
総合基礎訓練：  ５，０００円／回
町外訓練：        ７，０００円／回

全団員共通
　１回につき４，０００円×年８回
　　＝３２，０００円の固定制

非常備消防
　小型動力ポンプつき積載車：９

非常備消防
　ポンプ車：２
　搬送車：１３
　指揮車：１

非常備消防
　小型動力ポンプ：１６
　積載車：１０

非常備消防
　小型動力ポンプ：１７
　積載車：１０

　女子畑婦人防火クラブに対し，
補助金を支出している。
　　Ｈ１５：７２，０００円

組織数：１団体

　町広報紙により行っている。

　役場を基地とする屋外拡声子局１０
か所及び公用車等に配備した移動無
線４台により，風水害や地震などの大
規模災害時，防災情報を即座に住民
に伝達し，また，有線が途絶した場合
の連絡手段とする。

　役場を親局とする子局３４か所
により，防災情報を即座に伝達
する。

　役場を基地とする屋外拡声子局１０
か所及び公用車等に配備した１０台と
携帯型２台の移動無線により，風水
害や地震などの大規模災害時，防災
情報を即座に住民に伝達し，また，有
線が途絶した場合の連絡手段とす
る。

　各家庭に戸別受信機を設置し，ま
た，役場を基地とする屋外拡声子局１
９か所及び移動無線３０台により，風
水害や地震などの大規模災害時，防
災情報を即座に住民に伝達し，また，
有線が途絶した場合の連絡手段とす
る。

ほか　２項目 ほか　３項目 ほか　３項目 ほか　３項目

３項目 ５項目 ４項目 ４項目

　なし 　なし 　なし
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協議第34号 公共料金等の取扱い

（１）保育料

調 整 方 針 （ 合 併 協 定 案 ）

○ 保育料は，呉市の基準に統一するものとする。

市・町の現状及び参考資料

※平成１４年度決算における児童一人あたりの保育料（月額:公立へき地保育所及び幼稚園は含まない）

呉 市 音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

19,838円 22,569円 23,770円 14,947円 17,399円 17,429円 23,241円

保育料現年分調定額／年度のべ入所児童数により算出

上段：施設数

※施設数及び児童数（Ｈ１５．１２．１現在） 下段：児童数（人）

呉 市 音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

公 立 １７ ７ ６ ２ ５ １ １

１，１５９ ２５８ １５４ ４７ １９４ ５ １３

保育所 公 立 － － － － １ － －

へき地 ２５

私 立 ２５ － － － － － －

２，１６６

公立幼稚園 － － － － － １ １

１６ ２８

施設 数計 ４２ ７ ６ ２ ６ ２ ２

児童数計 ３，３２５ ２５８ １５４ ４７ ２１９ ２１ ４１
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協議第34号 公共料金等の取扱い

（２）介護保険料

調 整 方 針 （ 合 併 協 定 案 ）

○ 介護保険料は，呉市の基準に統一するものとする。

市・町の現状及び参考資料

※平成１５年度保険料基準月額（第３段階）

呉 市 音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

3,370円 3,683円 4,244円 3,070円 3,708円 3,000円 3,600円

   第１号被保険者保険料

呉　市 音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

２０，２２０円 ２２，１００円 ２５，４００円 １８，４２０円 ２２，２００円 １８，０００円 ２１，６００円

３０，３３０円 ３３，１００円 ３８，１００円 ２７，６３０円 ３３，４００円 ２７，０００円 ３２，４００円

４０，４４０円 ４４，２００円 ５０，９００円 ３６，８４０円 ４４，５００円 ３６，０００円 ４３，２００円

５０，５５０円 ５５，２００円 ６３，６００円 ４６，０５０円 ５５，６００円 ４５，０００円 ５４，０００円

６０，６６０円 ６６，３００円 ７６，３００円 ５５，２６０円 ６６，８００円 ５４，０００円 ６４，８００円

１，０２５人 ３８人 ３８人 １７人 ２６人 ２３人 ６人

１８，８５５人 １，７４９人 １，５９２人 ６７０人 １，３９２人 ８０３人 ９２８人

１２，７４３人 １，１３５人 ６９７人 ３２３人 １，０４３人 ２２７人 ３５５人

９，６８４人 ８０５人 ２５２人 １２７人 ４８２人 ６８人 １４９人

３，６９２人 ２３１人 １５７人 ６０人 １６２人 ４７人 ５４人

４５，９９９人 ３，９５８人 ２，７３６人 １，２０３人 ３，１０５人 １，１６５人 １，４９２人

第５段階

保険料段階別
保険料率
(H１５年度)

保険料段階別
人数
(H１４.７.１)

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第１段階

計

項　目

第２段階

第３段階

第４段階
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協議第34号 公共料金等の取扱い

（３）国民健康保険料

調 整 方 針 （ 合 併 協 定 案 ）

○ 国民健康保険料は，呉市の基準に統一するものとする。

市・町の現状及び参考資料

※平成１４年度決算における被保険者一人あたりの保険料（税）年額

呉 市 音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊 町

75,025円 85,290円 76,790円 59,557円 65,364円 77,896円 70,254円

保険料（税）現年分合算（医療・介護）調定額／年度平均被保険者数により算出

呉　市 音戸町 倉橋町 蒲刈町 安浦町 豊浜町 豊　町

   賦課方式･標準割合

５２．０ ５１．０ ５３．０ ４１．０ ４０．０ ３８．０ ４０．０

－ １６．０ １５．０ １０．０ １０．０ １０．０ １０．０

３０．０ １８．０ ２１．０ ３３．０ ３５．０ ３５．０ ３５．０

１８．０ １５．０ １１．０ １６．０ １５．０ １７．０ １５．０

   賦課標準額

当該年度基礎
控除後の総所
得金額

(呉市に同じ) (呉市に同じ) (呉市に同じ)
当該年度町民
税の所得割額

(呉市に同じ) (呉市に同じ)

なし

固定資産税額
のうち土地及
び家屋に係る
税額

固定資産税額
のうち土地及
び家屋に係る
税額

当該年度の
固定資産税額

当該年度の
固定資産税額

当該年度の
固定資産税額

固定資産税額
のうち土地及
び家屋に係る
税額

   保険料(税)率

７.９/１００ ７.５/１００ ７.５/１００ ７/１００ ５.３８/１００ １１.５/１００ ６.８０/１００

１.０/１００ ０.６８/１００ ０.６/１００ ０.８/１００ ０.９２/１００ １.６/１００ １.０４/１００

５６/１００ ５３ /１００ ４８.６/１００ ３２.５６/１００ ７２.２/１００ ８５.７/１００

５/１００ ４.９/１００ ７/１００ ７.０７/１００ １９.２/１００ ２１.３/１００

２３，４００円 １８，０００円 １９，０００円 ２３，０００円 ２２，７００円 ３２，３００円 ２８，２００円

４，５６０円 ６，４００円 ５，６００円 ６，０００円 ７，７００円 ７，５００円 ７，５００円

２２，８００円 ２８，５００円 ２０，０００円 １８，０００円 １８，７００円 ２９，２００円 ２９，０００円

３，４８０円 ３，６００円 ３，５００円 ４，０００円 ４，３００円 ４，９００円 ４，４００円

なし

医療

介護

医療

介護

医療

介護

医療

介護

所得割
(基礎控除後の総
所得金額等の)

資産割

均等割
(被保険者１人
につき)

平等割
(一世帯につき)

項　目

所得割

資産割

所得割(％)

資産割(％)

均等割(％)

平等割(％)
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協議第34号 公共料金等の取扱い

（４）水道料金

調 整 方 針 （ 合 併 協 定 案 ）

○ 水道料金は，呉市の基準に統一するものとする。

市・町の現状及び参考資料

単位(円)

13mm 2,550 2,600 1,950 1,910 2,080 2,250
20mm 2,580 2,640 2,005 2,005 2,400 2,300
25mm 2,620 2,650 2,025 2,015 2,500 2,350
40mm 5,880 2,770 2,204 2,610 2,500
50mm 15,939 3,220 3,706 4,080 2,800

13mm 5,280 5,250 3,850 3,853 4,290 4,950
20mm 5,310 5,290 3,905 3,948 4,600 5,000
25mm 5,350 5,300 3,925 3,958 4,710 5,050
40mm 7,822 5,420 4,147 4,810 5,200
50mm 18,228 5,870 5,649 6,280 5,500
13mm 8,010 7,900 5,750 5,953 6,490 7,650
20mm 8,040 7,940 5,805 6,048 6,810 7,700
25mm 8,080 7,950 5,825 6,058 6,910 7,750
40mm 10,111 8,070 6,247 7,020 7,900
50mm 20,517 8,520 7,749 8,490 8,200
13mm 10,950 10,550 7,650 8,158 8,700 10,350
20mm 10,980 10,590 7,705 8,253 9,010 10,400
25mm 11,020 10,600 7,725 8,263 9,120 10,450
40mm 12,589 10,720 8,452 9,220 10,600
50mm 22,995 11,170 9,954 10,690 10,900
13mm 13,890 13,200 9,550 10,468 10,900 13,050
20mm 13,920 13,240 9,605 10,563 11,220 13,100
25mm 13,960 13,250 9,625 10,573 11,320 13,150
40mm 15,067 13,370 10,762 11,430 13,300
50mm 25,473 13,820 12,264 12,900 13,600

※上記料金には次のメーター使用料含む

13mm 157 80 50 94 105 50
20mm 189 120 105 189 420 100
25mm 231 130 125 199 525 150
40mm 250 388 630 300
50mm 700 1,890 2,100 600
電子メーター － － 2,270 － － － －

13㎜
 52,500円～

13㎜
 88,200円～

13㎜
 75,000円～

13㎜
 21,000円～

13㎜
105,000円～

工事費の２割 10,000円

7,600

安浦町

3,800

5,700

蒲刈町 豊　町豊浜町

1,9002,390

倉橋町音戸町

5,533

分担金
(加入金,消費税含む)

10
1,302

3,244

30

40

20

13,730

50

10,790

5,120

7,850

8,011

10,489

水道料金（消費税込み月額）

自己負担で
設置

自己負担で
設置

なしメーター
使用料

使用水量
メーター
口径

9,500

呉　市
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協議第34号 公共料金等の取扱い

（５）下水道使用料等

①公共下水道事業

調 整 方 針 （ 合 併 協 定 案 ）

○ 下水道使用料は，呉市の基準に統一するものとする。

○ 下水道事業受益者負担金及び水洗便所改造資金貸付制度については，呉市の制度に統一するものとす

る。

市・町の現状及び参考資料

公共下水道事業
  処理場:3か所
  H14年度末普及率：
　　90.5%

特定環境保全
公共下水道事業

特定環境保全
公共下水道事業
　処理場:1か所
　H19年度事業完了
予定

公共下水道事業
　処理場:1か所
　H14年度末普及率：
　　40.5％

8 918 － －

10 988 1,890 1,155
15 1,723 2,940 一般家庭世帯： 1,890

20 2,458 3,990 1,500 2,677
30 4,253 6,290 世帯人数： 4,357
40 6,238 8,590 6,142
50 8,222 10,890 8,032
100 19,405 22,390 18,532

対象者
公共下水道の排水区
域内に存する土地の
所有者

公共下水道の排水区
域内に存する土地の
所有者

　公共下水道の排水
区域内にある家屋の
所有者

公共下水道の排水区
域内に土地を持って
いる人

負担額 　110円/㎡
　公共マス1個当たり：
　10万円

供用開始後
　1年以内：140,000円
　2年以内：160,000円
　3年以内：180,000円
　4年以降：200,000円

　400円/㎡

納付
方法

　年に1回で1～3年払
い
　（前納報償金なし）

　3年以内一括 　一括払い

　一括又は5年間で
分割払い
(前納報奨金制度
あり：最大20%)

　水洗便所改造工事
内容により，１件につ
き10万円～45万円の
無利子貸付け

　貸付制度なし
　報償金制度あり
　　1年4万円
　　2年2.5万円
　　3年1万円

　なし

水洗便所改造及び排
水設備改造補助金
  1年以内接続:10万円
  2年以内接続:  8万円
  3年以内接続:  6万円

水洗便所改造資金
貸付制度

受益者負担金

呉　市

事業の内容

項　目 安浦町倉橋町

使用料
（消費税込み
月額：単位(円)）

蒲刈町

600
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協議第34号 公共料金等の取扱い

（５）下水道使用料等

②集落排水事業

調 整 方 針 （ 合 併 協 定 案 ）

○ 集落排水使用料は，呉市の基準に統一するものとする。

○ 集落排水事業分担金は，当面現行のとおりとし，３年を目途に制度の統一を図るものとする。

市・町の現状及び参考資料

①農業集落排水
    事業
  (下蒲刈地区)
②漁業集落排水
    事業
  (下蒲刈地区)

漁業集落排水事業

農業集落排水事業
  (野路西地区)
　H14年度末普及率:
　　100%
　水洗化率:70%

農業集落排水事業

農業集落排水事業
  ①沖友地区
  H15年度一部
  H16年度使用開始

  ②久比地区
  H16年度工事開始
　予定

8 918 － － 918
10 988 1,890 1,155 988
15 1,723 2,940 1,890 世帯割： 1,723

20 2,458 3,990 2,677 1,500 2,458
30 4,253 6,290 4,357 世帯員一人： 4,253
40 6,238 8,590 6,142 6,238
50 8,222 10,890 8,032 8,222
100 19,405 22,390 18,532 19,405

対象者
排水設備の新設
を行おうとする者

排水処理施設処
理区域内に存す
る土地の所有者

事業区域内の建
築物を所有する
者

世帯主等で施設
を使用する者

排水設備の新設
を行おうとする者

負担額

供用開始後
　３年以内：
　　100,000円
　３年経過後：
　　200,000円

　公共マス1個
　当たり：10万円

400円/㎡ 加入時に6万円 加入時に6万円

納付方法
　年に1回で1～3
年払い
(前納報償金なし)

　3年以内一括

一括又は5年間で
分割払い
(前納報奨金制度
あり：最大20%)

　基本的には年1
回払い
　(全額)
　分割も可能

　一括払い

分担金・
加入金

呉　市

事業の内容

豊　町豊浜町

250

項　目 安浦町倉橋町

使用料
（消費税込み
月額：単位(円)）



個人市町村民税均等割の税率について（報告）

協議会事務局H16.3.2

１ 法定協議会における協議内容

地方税の取扱いについては，第２回合同会議において「呉市の制度に統一する。

ただし，税率の異なるものについては，合併する日が属する年度及びこれに続く５

か年度は不均一課税を実施する 」ことが確認され，個人市町村民税均等割につい。

て，呉市と各町で税率が異なるため，合併特例法の規定を適用し，平成２１年度ま

で旧町の税率を適用し，不均一課税を実施することとしておりました。

２ 国における動き

平成１６年度の税制改正により，個人市町村民税均等割の標準税率が，これまで

の人口規模による３段階の税率から，次のとおり年額３，０００円に統一されるこ

ととなります。

区 分 現 行 改正案

円人口 万人以上の市50 3,000
円 円人口５万人以上 万人未満の市50 2,500 3,000
円上記以外の市及び町村 2,000

※地方税法第３１０条第１項

３ 今後の流れと対応

３月下旬に地方税法の改正案が国会で承認され，これを受けて，呉市，各町とも

税条例を専決処分により改正し，呉市は２，５００円から３，０００円に，各町は

２，０００円から３，０００円に引き上げることとなります。

したがって，この改正により，合併時に市と町は同じ税率となりますので，個人

市町村民税均等割の不均一課税の適用がなくなります。


