
 

 

第１５回大島郡合併協議会会議次第 

 

 
日時：平成１６年１月１３日（金）午後２時～ 

場所：大島町蒲野農村環境改善センター  

 

１．開  会 

 

２．あいさつ 

 

３．会議 

（１）会議録署名委員の指名 

 

（２）協議・報告事項 

   協議第６２号 新町建設計画（案）について（協定項目２５） 

◎原案どおり確認されました。 

   協議第６３号 平成１５年度補正予算（案）について 

◎原案どおり承認されました。 

   協議第６４号 平成１６年度予算（案）及び事業計画（案）について 

◎原案どおり承認されました。 

   協議第６５号 合併協定項目の変更について 

◎原案どおり確認されました。 

報 告 

使用料・手数料、補助金・交付金等について（その３） 

 

 

４．その他 

 

５．閉 会 
 



 

協議第６２号（継続協議） 
 

 

 

新町建設計画（案）について（協定項目２５） 
 

 

 

 
新町建設計画について、次のとおり提案する。 

 

 

 新町建設計画は、別添「新町建設計画」に定めるとおりとする。 
 

 

 

  

平成１５年１２月１１日提出 

平成１６年 １月１３日提出 

 
 

 

 

 

大島郡合併協議会 

                           会 長  中 本 冨 夫 
 

 

 

 

  平成１６年 1 月１３日 確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協議第６３号 

 

 

 

平成１５年度大島郡合併協議会補正予算（第２号）（案）について 
 

 

 

平成１５年度大島郡合併協議会補正予算（第２号）（案）について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

    平成１６年１月１３日提出 

 

 

 

                          大島郡合併協議会 

                           会長  中 本 冨 夫 

 
 
 
    平成１６年１月１３日確認 
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平成１５年度

　 　大島郡合併協議会補正予算書（案）

大島郡合併協議会
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　　　　　　平成１５年度大島郡合併協議会補正予算書（第２号）

平成１５年度大島郡合併協議会補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）
第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,000 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 26,953 千円とする。
２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

（歳出予算の流用）
第２条　平成１５年度中当協議会の予算支出に当たり、款相互の金額は必要に応じて流用することができる。

大島郡合併協議会

　　 会長　　中本　冨夫

平成16年1月13日



第１表　歳入歳出予算補正

歳入 　 歳出  

（単位：千円） （単位：千円）

款 項 補正前の金額 補正額 計 款 項 補正前の金額 補正額 計

１　負担金 0 0 0 １　運営費 12,588 △ 2,000 10,588

１　負担金 0 0 0 １　会議費 6,168 △ 2,000 4,168

２　国庫支出金 0 0 0 ２　事務費 6,420 0 6,420

１　国庫補助金 0 0 0 ２　事業費 16,242 0 16,242

３　県支出金 10,000 △ 2,000 8,000 １　事業推進費 16,242 0 16,242

１　県補助金 10,000 △ 2,000 8,000 ３　予備費 123 0 123

４　繰入金 0 0 0 １　予備費 123 0 123

１　繰入金 0 0 0 28,953 △ 2,000 26,953

５　繰越金 18,953 0 18,953

１　繰越金 18,953 0 18,953

６　諸収入 0 0 0

１　諸収入 0 0 0

28,953 △ 2,000 26,953

　

歳　入　合　計

歳　出　合　計



歳入歳出予算事項別明細書

１　歳入

第１款　負担金  0 千円 　　　（単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

１　負担金 0 0 0

合併協議会負担金

久賀町  0

0 0  負担金 0 大島町  0

東和町  0

橘　町 0

　計  0

計 0 0 0

第２款　国庫支出金 0 千円 　　　（単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　国庫補助金 0 0 0

１　国庫補助金 0 0  国庫補助金 0 市町村合併準備事業補助金 0

計 0 0 0

第３款　県支出金  △ 2,000 千円 　　　（単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　県補助金 10,000 8,000 △ 2,000

１　県補助金 10,000 8,000  県補助金 △ 2,000 市町村合併推進事業補助金 △ 2,000

計 10,000 8,000 △ 2,000  

説　　明
節科　　目

補正前の金額 補正額 計

計
節

説　　明

１　負担金

科　　目
補正前の金額 補正額

科　　目
補正前の金額 補正額 計

節
説　　明

△ 2,000

△ 2,000

△ 2,000

0

0

0

0

0

0



第４款　繰入金  0 千円 　　　（単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　繰入金 0 0 0

１　繰入金 0 0  繰入金 0  0

計 0 0 0

第５款　繰越金  0 千円 　　　（単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　繰越金 18,953 18,953    

１　繰越金 18,953 18,953  繰越金     　

計 18,953 18,953     

第６款　諸収入  0 千円 　　　（単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　諸収入 0 0 0

１　諸収入 0 0  諸収入 0 預金利子 0

計 0 0 0

節
説　　明

0

0

科　　目
補正前の金額 補正額 計

科　　目
補正前の金額 補正額 計

節
説　　明

節
説　　明

科　　目
補正前の金額 補正額 計

0

0

0

0

0

0

0



２　歳出  

第１款　運営費 △ 2,000 千円 　　　　　　　　　　　（単位：千円）

国・県支出金 その他

１　会議費 6,168 △ 2,000 　 △ 2,000

１　報　酬 △ 2,000 委員報酬（協議会及び小委員会） △ 2,000

８　報償費 0 参考人報酬 0

９　旅　費 0 委員旅費 0

11  需用費 0 会議賄 0

２　事務費 6,420 0 　 0

   ３　職員手当等 0 時間外勤務手当 0

４　共済費 0 社会保険料 0

７　賃　金 0 臨時雇賃金 0

９  旅　費 0 職員旅費 0

消耗品費 0

燃料費 0

印刷製本費 0

修繕費 0

　

郵便料 0

電話料 0

委員保険料 0

各種手数料 0

13  委託料 0  0

18  備品購入費 0  0

 0

 0

0

19  負担金補
助及び交付金

0

6,420 6,4200

14  使用料及
び賃借料

0 車等借上料

6,420

12  役務費 0

11  需用費 0

説　　　　　明

　

一般財源
特　定　財　源

区　分 金　額

4,168

計補正額
補正前の

額

科　　目 本　年　度　の　財　源　内　訳 節

目項

１　会議費

4,168

6,168 △ 2,000

1　事務費



第２款　事業費 0 千円 　　　　　　　　　　　（単位：千円）

国・県支出金 その他

１　事業推進費 16,242 0   0

 ８　報償費 0 記念品料 0

９　旅　費 0  0

11  需用費 0 印刷製本費 0

12  役務費 0 郵便料 0

事務事業一元化調書作成業務 0

将来構想・新町建設計画策定業務 0

新例規策定業務 0

電算統合コンサル業務 0

各町電算業務調査業務 0

将来構想追加業務 0

　     　計 0

 0

第３款　予備費 0 千円 　　　　　　　　　　　（単位：千円）

国・県支出金 その他

１　予備費 123 0  　 0

１　予備費 123 0 　 00  予備費 0  0

節

説　　　　　明
区　分 金　額一般財源

123

123

科　　目
補正前の

額
補正額 計

項 目
特　定　財　源

本　年　度　の　財　源　内　訳

16,242

16,242

１　事業推進費 16,2420

13 委託料 0

19 負担金補
助及び交付金

0

科　　目
補正前の

額
補正額

項 目
計

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　明特　定　財　源
一般財源 区　分 金　額
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平成１６年度

大島郡合併協議会予算書(案)

大島郡合併協議会
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平成１６年度 大島郡合併協議会会計予算書

平成１６年度 大島郡合併協議会会計予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）
第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ   6,900千円 と定める。
２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）
第２条 平成１６年度中当協議会の予算支出に当たり、款相互の金額は必要に応じて流用することができる。

大島郡合併協議会

　　 会長　　中本　冨夫

平成16年1月13日



第１表　歳入歳出予算

歳入 （単位：千円） 歳出 （単位：千円）

款 項 金額 款 項 金額

１　負担金 4,900 １　運営費 4,117

１　負担金 4,900 １　会議費 1,009

２　国庫支出金 0 ２　事務費 3,108

１　国庫補助金 0 ２　事業費 2,783

３　県支出金 2,000 １　事業推進費 2,783

１　県補助金 2,000 ３　予備費 0

４　繰入金 0 １　予備費 0

１　繰入金 0 6,900

５　繰越金 0

１　繰越金 0

６　諸収入 0

１　諸収入 0

6,900歳　入　合　計

歳　出　合　計



歳入歳出予算事項別明細書

１　歳入 6,900 千円

第１款　負担金       （単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

１　負担金 4,900 0 4,900 4,900

合併協議会負担金

久賀町  1,225  

4,900 0 4,900  負担金 4,900 大島町 1,225  

東和町 1,225  

橘町 1,225  

計 4,900  

計 4,900 0 4,900 4,900

第２款　国庫支出金       （単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　国庫補助金 0 0 0 0

１　国庫補助金 0 0 0  国庫補助金 0 合併準備補助金 0  

計 0 0 0 0

第３款　県支出金       （単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　県補助金 2,000 10,000 △ 8,000 2,000

１　県補助金 2,000 10,000 △ 8,000  県補助金 2,000 市町村合併推進事業補助金 2,000  

計 2,000 10,000 △ 8,000 2,000

節
説　　明

科　　目
本年度予算額 前年度予算額 比較増減

比較増減
節

説　　明

１　負担金

科　　目
本年度予算額 前年度予算額

説　　明
節科　　目

本年度予算額 前年度予算額 比較増減



第４款　繰入金       （単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　繰入金 0 0 0 0

１　繰入金 0 0 0  繰入金 0  0  

計 0 0 0 0

第５款　繰越金       （単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　繰越金 0 7,500 △ 7,500 0

１　繰越金 0 7,500 △ 7,500  繰越金 0  0  

計 0 7,500 △ 7,500 0

第６款　諸収入       （単位：千円）

項 目 区　　分 金　額

1　諸収入 0 600 △ 600 0

１　諸収入 0 600 △ 600  諸収入 0  0  

計 0 600 △ 600 0

節
説　　明

科　　目
本年度予算額 前年度予算額 比較増減

節
説　　明

科　　目
本年度予算額 前年度予算額 比較増減

節
説　　明

科　　目
本年度予算額 前年度予算額 比較増減



２　歳出 6,900 千円  

第１款　運営費 　 　                    （単位：千円）

国・県支出金 その他

１　会議費 1,009 6,168  1,009

１　報　酬 969 委員報酬 969  

８　報償費 0 参考人報酬 0

９　旅　費 0 委員旅費 0

11  需用費 40 会議賄 40

２　事務費 3,108 6,420 0 3,108

４　共済費 111 社会保険料 111

７　賃　金 594 臨時雇賃金 594

９  旅　費 51 職員旅費 51

消耗品費 586

燃料費 23

　 0

計 609

　  

郵便料 64

電話等料 531

委員保険料 48

各種手数料 0

計 643

13  委託料 0 　 0

　車借上料 252

　事務所借上料 180

　複写機リース料 162

　コピーパーフォーマンス料 360

　輪転機リース料 126

　ハイウエーカード（有料道路通行料 20

 0

計 1,100

18  備品購入費 0 　 0

 0

  

科　　目 本　年　度　の　財　源　内　訳 節

目項

１　会議費

△ 5,159

1,009 6,168 △ 5,159

比較増減前年度　予算額本年度　予算額 説　　　　　明

　

一般財源
特　定　財　源

区　分 金　額

△ 3,312

12  役務費 643

11  需用費 609

19  負担金補助
及び交付金

0

3,108 △ 3,3126,420

14  使用料及び
賃借料

1,100



第２款　事業費 　 　                    （単位：千円）

国・県支出金 その他

１　事業推進費 2,783 4,789 5,000 18,460 2,783

 ８　報　酬 0 　 　

９　旅　費 0 　 0

11  需用費 788 印刷製本費 788

12  役務費 0 郵便料 0
新町建設計画・住民アンケート調査委託
（新町建設計画策定業務・将来構想含む） 0

事務事業一元化調書作成 0

新例規作成 1,995

電算システム統合業務 0

ホームページ作成業務委託 0

計 1,995

 

第３款　予備費 　 　                    （単位：千円）

国・県支出金 その他

１　予備費 0 123  　 0

１　予備費 0 123 　 1  予備費 0 予備費 0

 　

比較増減

本　年　度　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　明特　定　財　源
一般財源 区　分 金　額

科　　目

本年度　予算額 前年度　予算額
項 目

13 委託料 1,995

19 負担金補助
及び交付金

0

１　事業推進費 △ 2,0064,7892,783

科　　目

本年度　予算額 前年度　予算額 比較増減
項 目

特　定　財　源
一般財源

△ 123

△ 2,006

△ 123

節

説　　　　　明
区　分 金　額

本　年　度　の　財　源　内　訳



 

 別紙 

平成１６年度大島郡合併協議会事業計画（案） 

 

１ 事業目標 

  住民サービスや負担に関する取扱い等、合併協定項目に基づく協議調整を

行い、合併に関し必要な協議・報告を行う。 

    また、新町例規集の策定をする。 

  なお、事務局に合併準備室（仮称）が併設された場合は、その業務につい

ても取り組みを行う。 

 

２ 事業内容 

(1)合併協定項目に基づく協議調整を行う。 

会議の開催 

協議会、幹事会、専門部会、分科会を開催する。 

４町首長会を開催する。 

  

(2)新町例規集の策定 

新町例規集の策定をする。（16 年度で終了） 

 

(3) 住民への積極的な情報提供に努める。 

 ①協議会だよりを随時発行する。 

   合併協議会における協議・報告の内容を広く住民に情報提供する。 

 ②ホームページで情報を提供する。 

      http://www.gappei-oshima.kuka.yamaguchi.jp/ 

  ③各町が行う住民周知のための情報資料を提供する。 

  

(4) その他 

 ①国、県との連絡調整ほか、必要な事業を適宜実施する。 

  ②協議会日程（予定案） 

協議会は隔月開催することを原則とする。 

     



協議第６５号  
 
 
 

合併協定書協定項目の変更について 
 
 
 

第１回大島郡合併協議会（平成１４年１１月１１日開催）において確認を受けた

合併協定書協定項目について、下記のとおり変更する。 
 

 
 協定項目のうち「２６ その他必要な事項に関すること」を削除する。 
 
 
 
  平成１６年１月１３日提出 
 
 
 
                     大島郡合併協議会 
                      会 長  中 本 冨 夫 
 
 
 
  平成１６年１月１３日確認 



 

報 告  
 
 
 

使用料・手数料・補助金・交付金等について（その３） 
 
 
 

使用料・手数料・補助金・交付金等の取扱いについて、協定項目の基本的な 
方針等に基づき調整したので、別添、「合併協定書付属書類（内容現在平成 16 年 1 月 6 日）」

のとおり報告します。 
 
 
 
  
 

平成１６年 １月１３日提出 
 
 
 
 
 

大島郡合併協議会 
会長  中 本 冨 夫 
 
 

 
 



内容現在　　平成１６年１月６日

合　併　協　定　書　付　属　書　類

協定項目　　８ 「地方税の取扱いについて」　個別調整方針

地方税等　　　　１Ｐ　～　 ４Ｐ

協定項目　１０ 「特別職の身分の取扱いについて・報酬等」　個別調整方針

報酬等　　　　　５Ｐ　～　８Ｐ

協定項目　１８ 「使用料・手数料等の取扱いについて」　個別調整方針

1 使用料等　　　　９Ｐ　～　５０Ｐ

2 手数料　　　　５１Ｐ　～　５６Ｐ

協定項目　１９ 「補助金・交付金等の取扱いについて」　個別調整方針

1 補助金等　　　５７Ｐ　～　９０Ｐ

2 交付金　　　　９１Ｐ

   久賀町・大島町・東和町・橘町



 地方税等 大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

○印は、協議会時に参考資料を提出した事項
調整
分類

税務専門部会 条例の頁数 条例の頁数 条例の頁数

　普通税 1-5101 4170 2457 5851 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。　

　　税　率

1-5101 4170 2457 5851 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。　

従業員数 税額 従業員数 税額 従業員数 税額 従業員数 税額 従業員数 税額
　50人以下 　 50,000円 　50人以下　 50,000円 　50人以下 　 50,000円 　50人以下 　 50,000円 　50人以下 　 50,000円
　50人超 　120,000円 　50人超 　120,000円 　50人超 　120,000円 　50人超 　120,000円 　50人超 　120,000円
　50人以下   130,000円 　50人以下   130,000円 　50人以下   130,000円 　50人以下   130,000円 　50人以下   130,000円
　50人超   150,000円 　50人超   150,000円 　50人超   150,000円 　50人超   150,000円 　50人超   150,000円

　1億円超10億円以下 　50人以下   160,000円 　1億円超10億円以下 　50人以下   160,000円 　1億円超10億円以下 　50人以下   160,000円 　1億円超10億円以下 　50人以下   160,000円 　1億円超10億円以下 　50人以下   160,000円
　50人超   400,000円 　50人超   400,000円 　50人超   400,000円 　50人超   400,000円 　50人超   400,000円

　10億円超50億円以下 　50人以下   410,000円 　10億円超50億円以下 　50人以下   410,000円 　10億円超50億円以下 　50人以下   410,000円 　10億円超50億円以下 　50人以下   410,000円 　10億円超50億円以下 　50人以下   410,000円
　50人超 1,750,000円 　50人超 1,750,000円 　50人超 1,750,000円 　50人超 1,750,000円 　50人超 1,750,000円

　50億円超 　50億円超 　50億円超 　50億円超 　50億円超
　50人超 3,000,000円 　50人超 3,000,000円 　50人超 3,000,000円 　50人超 3,000,000円 　50人超 3,000,000円

1-5101 4170 2457 5851 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。　

1-5101 4170 2457 5851 2 ○久賀町、東和町の例により調整する。

1,000円 1,000円 1,000円 1,000円 1,000円

 1,200円  1,200円  1,200円  1,200円  1,200円

1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円

 2,500円  2,500円  2,500円  2,500円  2,500円
4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円

1,600円 1,600円 1,600円 1,600円 1,600円

資本等の金額
　1千万円以下

　1千万円超1億円以下

資本等の金額
　1千万円以下

　1千万円超1億円以下

資本等の金額
　1千万円以下

　1千万円超1億円以下

資本等の金額
　1千万円以下

　1千万円超1億円以下

資本等の金額
　1千万円以下

　1千万円超1億円以下

大島町

　　　法人税割　14.7％　（内超過税率2.4％）

　　　均等割　 9区分

　 税　率　11区分

協議事項

調整の内容

関係項目　　８　地方税の取扱い

久賀町分　　類 東和町

　

調整の具体的内容

　　　　（6月・8月・10月・1月）

　　税　率

橘町

　　　　（6月・8月・10月・1月）

　　税　率

　　　　（6月・8月・10月・1月）

　　税　率

　　　所得割　3％・8％・10％

　　 ・原付（2輪）

　  　 総排気量0.05Ｌ以下又は
　　　 定格出力0.6KW以下
　　　 総排気量0.05Ｌ超又は0.09L以下
　　　 又は定格出力0.6KW超0.8KW以下

　　　 総排気量0.09Ｌ超又は
　　　 定格出力0.8KW超

　　税  率　1.4％
　　納　期　4回

【個人町民税】

【法人町民税】

【固定資産税】

【軽自動車税】 

　　　均等割　2,000円
　　納　期　4回

　　　（6月・8月・10月・1月）

　　税　率

　　　法人税割　14.7％　（内超過税率2.4％）

　　　均等割　 9区分

【個人町民税】 【個人町民税】 【個人町民税】

【法人町民税】 【法人町民税】 【法人町民税】

　　税　率

　　　所得割　3％・8％・10％

　　　均等割　2,000円
　　納　期　4回

【軽自動車税】 【軽自動車税】 【軽自動車税】 

　　税  率　1.4％
　　納　期　4回

　　　　（5月・7月・12月・2月）

　　税  率　1.4％
　　納　期　4回　　納　期　4回

　　　　（5月・7月・12月・2月）

　　  三輪　0.02Ｌ超又は
　　　　　  定格出力0.25KW以下

　　 ・原付（3輪）

　　　　（5月・7月・12月・2月）

　 税　率　11区分
　　原動機付自転車

　　　均等割　 9区分

　　税  率　1.4％

　　税　率

　　　所得割　3％・8％・10％

　　　均等割　2,000円
　　納　期　4回

　　　　（6月・8月・10月・1月）

　　税　率

　　　法人税割　14.7％（内超過税率2.4％）

【固定資産税】 【固定資産税】

　　　 総排気量0.09Ｌ超又は
　　　 定格出力0.8KW超

　　 ・原付（3輪）
　　  三輪　0.02Ｌ超又は
　　　　　  定格出力0.25KW以下

　  　 総排気量0.05Ｌ以下又は
　　　 定格出力0.6KW以下
　　　 総排気量0.05Ｌ超又は0.09L以下
　　　 又は定格出力0.6KW超0.8KW以下

【固定資産税】

　 税　率　11区分
　　原動機付自転車
　　 ・原付（2輪）

　　　法人税割　14.7％　（内超過税率2.4％）

　　　均等割　 9区分

　　税　率

　　　所得割　3％・8％・10％

　　　均等割　2,000円
　　納　期　4回

　  　 総排気量0.05Ｌ以下又は
　　　 定格出力0.6KW以下
　　　 総排気量0.05Ｌ超又は0.09L以下
　　　 又は定格出力0.6KW超0.8KW以下

　　　 総排気量0.09Ｌ超又は
　　　 定格出力0.8KW超

　　 ・原付（3輪）

　　　法人税割　14.7％　（内超過税率2.4％）

　　　均等割　 9区分

　　税　率

　　　所得割　3％・8％・10％

　　　均等割　2,000円
　　納　期　4回

　　 ・原付（2輪）

　  　 総排気量0.05Ｌ以下又は
　　　 定格出力0.6KW以下

　　原動機付自転車

　　税  率　1.4％
　　納　期　4回

　　　　（5月・7月・12月・2月）　　　　（5月・7月・12月・2月）

　　原動機付自転車
　 税　率　11区分
　　原動機付自転車

　 税　率　11区分

　　 ・原付（2輪） 　　 ・原付（2輪）

　  三輪 0.02Ｌ超又は
　　　　　  定格出力0.25KW以下

　　　 総排気量0.05Ｌ超又は0.09L以下
　　　 又は定格出力0.6KW超0.8KW以下

　　　 総排気量0.09Ｌ超又は
　　　 定格出力0.8KW超

　　 ・原付（3輪）
　  三輪 0.02Ｌ超又は

　　　　　  定格出力0.25KW以下
　  三輪 0.02Ｌ超又は

　　　　　  定格出力0.25KW以下

　  　 総排気量0.05Ｌ以下又は
　　　 定格出力0.6KW以下
　　　 総排気量0.05Ｌ超又は0.09L以下
　　　 又は定格出力0.6KW超0.8KW以下

　　　 総排気量0.09Ｌ超又は
　　　 定格出力0.8KW超

　　 ・原付（3輪）

　二輪の小型自動車 　二輪の小型自動車

　　小型特殊自動車　農耕作業用 　　小型特殊自動車　農耕作業用

　　二輪の小型自動車 　　二輪の小型自動車 　二輪の小型自動車

　　　　　　条例の巻・頁数

　　小型特殊自動車　農耕作業用 　　小型特殊自動車　農耕作業用 　　小型特殊自動車　農耕作業用



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

税務専門部会    
　普通税

4,700円 4,700円 4,700円 4,700円 4,700円
2,400円 2,400円 2,400円 2,400円 2,400円
3,100円 3,100円 3,100円 3,100円 3,100円
5,500円 5,500円 5,500円 5,500円 5,500円
7,200円 7,200円 7,200円 7,200円 7,200円
3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円
4,000円 4,000円 4,000円 4,000円 4,000円
2,400円 1,600円 2,400円  2,400円

【特別土地保有税】 1-5101 【特別土地保有税】 4170 【特別土地保有税】 2457 【特別土地保有税】 5851 7 ○その他
　　税　率　 　　税　率 　　税　率 　　税　率 　　（特別土地保有税は平成１５年度で廃止）

　　　保有分　1.4％ 　　　保有分　1.4％ 　　　保有分　1.4％ 　　　保有分　1.4％
　　　取得分　3  ％ 　　　取得分　3  ％ 　　　取得分　3  ％ 　　　取得分　3  ％

【町たばこ税】 1-5101 【町たばこ税】 4170 【町たばこ税】 2457 【町たばこ税】 5851 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。　

　　税　率 　　税　率 　　税　率 　　税　率 　　税　率
　　　旧3級品以外 2,668円/千本 　　　旧3級品以外 2,668円/千本 　　　旧3級品以外 2,668円/千本 　　　旧3級品以外 2,668円/千本 　　　旧3級品以外 2,668円/千本
　　　旧3級品        1,266円/千本 　　　旧3級品        1,266円/千本 　　　旧3級品        1,266円/千本 　　　旧3級品        1,266円/千本 　　　旧3級品        1,266円/千本

　目的税 【入湯税】 1-5101 【入湯税】 4170 【入湯税】 2457 【入湯税】 5851 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。　
　　条例なし

  
1-5641 4750 2801 6673 3 ○新たに制度等を創設する。（平成17年度課税分から適用）

　　　　所得割　  7.5％
　　　　資産割　 50％
　　　　均等割　27,200円／人
　　　　平等割　26,400円／世帯
　［賦課限度額］
　　　　医療分　530,000円
　　　　介護分    70,000円

　　　　資産割　 40％
　　　　均等割　21,500円／人
　　　　平等割　22,000円／世帯
　　・介護分
　　　　所得割　   1.0％
　　　　資産割　 10％
　　　　均等割　 5,700円／人

　［税率］
　　・医療分
　　　　所得割　　6.5％

【国民健康保険税】
　［賦課方式］ 　4方式

　　税　率　1回／150円 　　税　率　1回／150円

【国民健康保険税】
　［賦課方式］ 　4方式

【国民健康保険税】
　［賦課方式］ 　4方式

　［税率］
　　・医療分
　　　　所得割　　6.4％
　　　　資産割　 38％
  　　　均等割   18,000円／人
  　　　平等割　 19,500円／世帯

　　・合計

　　・介護分
　　　　所得割　　　 1.0％
　　　　資産割　　 10％
　　　　均等割　　5,000円／人
　　　　平等割　　4,300円／世帯
　　・合計

　　　　平等割 　4,400円／世帯

　　　　医療分　530,000円
　　　　介護分    70,000円

　　　　所得割　  7.4％
　　　　資産割　 48％
　　　　均等割　23,000円／人
　　　　平等割　23,800円／世帯

　　・介護分
　　　　所得割　 　 0.9％
　　　　資産割　　10％

　［賦課限度額］

　　　　均等割　5,500円／人
　　　　平等割　5,500円／世帯

　［賦課限度額］
　　　　医療分　530,000円
　　　　介護分    70,000円

　　・合計
　　　　所得割　  7.2％
　　　　資産割　 47％
　　　　均等割　22,900円／人

　　税　率　1回／150円

【国民健康保険税】
　［賦課方式］ 　4方式

　　　　平等割　23,800円／世帯

　［税率］
　　・医療分
　　　　所得割　　6.3％
　　　　資産割　 37％
　　　　均等割　17,400円／人
　　　　平等割　18,300円／世帯

　　　　介護分    70,000円

　　三輪のもの

　　　　所得割　    0.9％

　　　　平等割　3,400円／世帯

　　　　所得割　 6.4％
　　　　資産割  10％
　　　　均等割　20,000円／人
　　　　平等割　21,000円／世帯

　　三輪のもの

　　小型特殊自動車　その他のもの
　　二輪のもの（側車付き含む）

　　小型特殊自動車　その他のもの
　　二輪のもの（側車付き含む）

　　小型特殊自動車　その他のもの
　　二輪のもの（側車付き含む）
　　三輪のもの
　　四輪　　乗用　　営業用
　　四輪　　乗用　　自家用
　　四輪　　貨物用　営業用

　　四輪　　乗用　　営業用

　　四輪　　貨物用　自家用
　　専ら雪上を走行するもの

　　納　期　5月1日～5月31日

　　四輪　　貨物用　自家用

　　納　期 4月11日～4月30日

　　四輪　　乗用　　自家用
　　四輪　　貨物用　営業用

　　専ら雪上を走行するもの

　　三輪のもの

　　小型特殊自動車　その他のもの　　小型特殊自動車　その他のもの

　　三輪のもの
　　二輪のもの（側車付き含む） 　　二輪のもの（側車付き含む）

　　専ら雪上を走行するもの

　　納　期 4月11日～4月30日　　納　期 5月1日～5月31日

　　四輪　　貨物用　営業用
　　四輪　　貨物用　自家用

ー

　　四輪　　乗用　　営業用
　　四輪　　乗用　　自家用

　　四輪　　乗用　　営業用

　　四輪　　貨物用　自家用
　　四輪　　貨物用　営業用

　　四輪　　乗用　　営業用
　　四輪　　乗用　　自家用　　四輪　　乗用　　自家用

　　四輪　　貨物用　営業用
　　四輪　　貨物用　自家用

　［税率］

　　・合計
　　　　所得割　  7.3％

　　　　介護分    80,000円（税制改正）

　［税率］
　　・医療分

　　　　資産割　 10％
　　　　均等割　6,000円／人

　　　　平等割　24,400円／世帯

　　・介護分

　　専ら雪上を走行するもの

　　納　期 5月1日～5月31日

　　税　率　1回／150円

　［賦課方式］ 　4方式

　［納期］　　　　　　8回

　　　　資産割　 20％

　［納期］　　　　　　8回
　　　　　（7月・8月・9月・10月11月・12月・1月・2月） 　　　　（7月・8月・9月・10月11月・12月・1月・2月）　　　　（7月・8月・9月・10月・11月・12月・1月・2月）

　［賦課限度額］

　　　　均等割　26,000円／人

　［納期］　　　　　9回
　　　　（7月・8月・9月・10月11月・12月・1月・2月・3月）

　　・医療分
　　　　所得割　  6.5％
　　　　資産割　 23％
　　　　均等割　17,400円／人
　　　　平等割　18,300円／世帯
　　・介護分
　　　　所得割　    0.9％
　　　　資産割　 10％
　　　　均等割　5,500円／人
　　　　平等割　5,500円／世帯
　　・合計
　　　　所得割　  7.4％

分　　類 久賀町 大島町

協議事項 　　８　地方税の取扱い 関係項目

調整の内容

　

　　　　平等割　23,800円／世帯

　　　　医療分　530,000円

　　　　（8月・9月・10月11月・12月・1月・2月・3月）

　［納期］　　　　　　8回 　［納期］　　　　　　8回

　［賦課限度額］
　　　　医療分　530,000円

東和町 橘町 調整の具体的内容

　　　　資産割　 33％
　　　　均等割　22,900円／人



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

参考記載
（周防大島広域連合） 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり新町に引き継ぐ。　

第1号介護保険料 　　（平成15～平成17年度）

　 　　　段階 　　対象者 　負担割合 　月額保険料 　　　段階 　　対象者 　負担割合 　月額保険料 　　　段階 　　対象者 　負担割合 　月額保険料 　　　段階 　　対象者 　負担割合 　月額保険料 　　　段階 　　対象者 　負担割合 　月額保険料

　第1段階
老福年金及び
生保受給者 0.50倍 1,５９０円 　第1段階

老福年金及び
生保受給者 0.50倍 1,５９０円 　第1段階

老福年金及び
生保受給者 0.50倍 1,５９０円 　第1段階

老福年金及び
生保受給者 0.50倍 1,５９０円 　第1段階

老福年金及び
生保受給者 0.50倍 1,５９０円

　第2段階
町民税世帯
非課税者 0.75倍 ２,３８５円 　第2段階

町民税世帯
非課税者 0.75倍 ２,３８５円 　第2段階

町民税世帯
非課税者 0.75倍 ２,３８５円 　第2段階

町民税世帯
非課税者 0.75倍 ２,３８５円 　第2段階

町民税世帯
非課税者 0.75倍 ２,３８５円

　第3段階
　（基準額）

町民税本人
非課税者 1.00倍 ３,１８０円

　第3段階
　（基準額）

町民税本人
非課税者 1.00倍 ３,１８０円

　第3段階
　（基準額）

町民税本人
非課税者 1.00倍 ３,１８０円

　第3段階
　（基準額）

町民税本人
非課税者 1.00倍 ３,１８０円

　第3段階
　（基準額）

町民税本人
非課税者 1.00倍 ３,１８０円

　第4段階
町民税課税者で
所得200万円未満 1.25倍 ３,９７５円 　第4段階

町民税課税者で
所得200万円未満 1.25倍 ３,９７５円 　第4段階

町民税課税者で
所得200万円未満 1.25倍 ３,９７５円 　第4段階

町民税課税者で
所得200万円未満 1.25倍 ３,９７５円 　第4段階

町民税課税者で
所得200万円未満 1.25倍 ３,９７５円

　第5段階
町民税課税者で
所得200万円以上 1.50倍 ４,７７０円 　第5段階

町民税課税者で
所得200万円以上 1.50倍 ４,７７０円 　第5段階

町民税課税者で
所得200万円以上 1.50倍 ４,７７０円 　第5段階

町民税課税者で
所得200万円以上 1.50倍 ４,７７０円 　第5段階

町民税課税者で
所得200万円以上 1.50倍 ４,７７０円

　　（納付方法　　特徴　年6回　　普徴　年8回） 　　（納付方法　　特徴　年6回　　普徴　年8回） 　　（納付方法　　特徴　年6回　　普徴　年8回） 　　（納付方法　　特徴　年6回　　普徴　年8回） 　　（納付方法　　特徴　年6回　　普徴　年8回）
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

【第1号介護保険保険料】　（平成15～平成17年度） 【第1号介護保険保険料】　（平成15～平成17年度）【第1号介護保険保険料】　（平成15～平成17年度） 【第1号介護保険保険料】　（平成15～平成17年度）

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町

協議事項

東和町 橘町

　　８　地方税の取扱い 関係項目 　

調整の具体的内容



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

   
  
  
  
  
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（空白） （空白）  （空白） （空白） （空白）
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
　

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 調整の具体的内容

関係項目

大島町 東和町 橘町



1 使用料等 　　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

　○印は、協議会時に参考資料を提出した事項
調整
分類

総務専門部会 条例の巻・頁数 条例の頁数 条例の頁数 条例の頁数

【行政財産使用料】 1-5893 【行政財産使用料】 6850 2 　橘町の例により調整をする。
区分 単位 区分 単位

　　　土地 １㎡１月につき 　　　土地 １㎡１月につき

　 　　　建物 １㎡１月につき

　備考 　備考
　　1　「土地の価格」とは、接続地又は付近地の 　　1　「土地の価格」とは、接続地又は付近地の
　　 1㎡当たりの価格は、使用の許可を申請する 　　 1㎡当たりの価格は、使用の許可を申請する
　　 日現在において、地方税法第341条第10号に 　　 日現在において、地方税法第341条第10号に
　　 規定する土地課税台帳又は同条第11号に規 　　 規定する土地課税台帳又は同条第11号に規
　　 定する土地補充課税台帳に登録されて いる 　　 定する土地補充課税台帳に登録されている
　　価格をいう。 　　 価格をいう。
　　2　使用面積が1㎡未満若しくは1㎡未満の端 　　2　使用面積が1㎡未満若しくは1㎡未満の端
　　 数があるときは、1㎡として計算するものとす 　　 数があるときは、1㎡として計算するものとす
　　 る。 　　 る。
　　3　使用期間に1月未満の端数があるときは、 　　3　使用期間に1月未満の端数があるときは、
　　 1月として計算するものとする。 　　 1月として計算するものとする。
　　4　使用期間が、1月未満である場合における 　　4　使用期間が、1月未満である場合における
　　 使用料の額は、日割をもって計算した額に 　　 使用料の額は、日割をもって計算した額に
　　 1.05を乗じて得た額とする。 　　 1.05を乗じて得た額とする。
　　5　使用料の額が100円に満たないときは100 　　5　使用料の額が100円に満たないときは100
　　 円とする。 　　 円とする。
　　6　電柱等を設置するために土地を使用する場 　　6　電柱等を設置するために土地を使用する場
　　 合の使用料の額は、久賀町道路占用料徴収 　　 合の使用料の額は、橘町道路占用料徴収条
　　 条例別表に定める額の例により算出した額と 　　 例別表に定める額の例により算定した額とす
　　 する。 　　 る。
　 　　7　「建物の価格」とは建物の適正な時価をいう。

【町営駐車場使用料】 2-5001 【町営駐車場使用料】 921 【町営有料駐車場使用料】 1903 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　久賀港駐車場 　　大島町瀬戸一ノ宮駐車場 　　西浦第1駐車場 随時調整をする。
　　辻屋駐車場（大型自動車は使用禁止） 　　大島町瀬戸第１駐車場 　　西浦第2駐車場
　　旧庁舎仮駐車場 　　大島町瀬戸第2駐車場  

　　大島町瀬戸第3駐車場  
　　大島町南駐車場  

　　　種　類 大型自動車自動二輪車 　 　　　種　類 大型自動車普通自動車 軽自動車 自動二輪車 　　　種　類 普通自動車区画 軽自動車区画  
普通自動車 　 　

　　　区　分 軽自動車 　　　区　分 　　　区　分 1区画ににつき 1区画ににつき

　１時間以内 100円 50円 　１時間以内 3０円 20円 20円 10円 　 　 　
　 １時間以超え 　１時間以超え 　 　 　
　５時間以内 　５時間以内 　
　１日 410円 200円 　１日 20０円 150円 100円 50円 　 　 　

普　3,150円 　 　1ヶ月 普　3,150円 1,570円 1,050円 520円 　 　 　
普　2,610円 　 　3ヶ月 普　6,300円 3,670円 2,620円 1,050円 　

　年　額 30,000円 24,000円
　　　○　月ぎめの場合における休日の料金は、 　　　○　3ケ月、1ケ月の場合における日曜、休日の料金は
　　　　　　払い戻しをしない。 　　　　　　払い戻しをしない。
　　　○　辻屋駐車場において大型自動車の駐車
　　　　　 場使用を禁止する。

50円100円200円

大島町

　　２４　各種事務事業の取扱い 　　１８　使用料・手数料等の取扱い協議事項

調整の内容

関係項目

分　　類 久賀町

　月ぎめ

調整の具体的内容

20円

橘町東和町

金額

30円

　土地の価格１０００分の６
　を超えない額の範囲

　建物の価格１０００分の８
　を超えない額の範囲

金額
　土地の価格１０００分の６
　を超えない額の範囲

100円



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

企画専門部会  
【渡船運賃及び料金】　特別会計 1-1751 【船室整備費】　一般会計 1301 【渡船運賃及び料金】　特別会計 5351 【渡船運賃及び料金】　特別会計 2021 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　船名　くか　　　トン数・9.1 ﾄﾝ　旅客定員・30人　 　　船名　かささ丸　　トン数・4.9 ﾄﾝ　定員・12人　 　　　船名　せと丸　　トン数・4.9 ﾄﾝ　旅客定員・23人 　　船名　ひらい丸 　 トン数・19トン　　定員・58人
　　　　　　1日　3往復　久賀港←→前島港　片道20分                1日3往復。ただし水曜日1日4便 　　　　　　　1日　5往復　情島←→伊保田　片道15分 　　　　　　1日　４往復　寄港地　樽見～楽ノ江～江ノ浦～土居

　　　　　 　小松港←→笠佐港　片道7分  　　　　　　予備船　　第7せと丸 　　　　　　　　　　片道２５分
　　   
　　   
　　一般旅客運賃 　　船室整備費 　　乗船券（片道） 　　一般旅客運賃　大人（カッコ内は子人及び身障者等）  
　　　　大人　             　                        270円 　　　　大人（中学生以上）　　100円 　　　　大人　                   260円　      小人 130円 　　　　　樽見  
　　　　小児及び身体障害者等　　　　　    140円 　　　　小人（小学生以下）　　 50円 　　　　身体障害者（大人） 130円     　（小人） 70円 　60円（ 30円） 　　楽ノ江  

　　　　幼児(1才未満）　　　 　 無料 　　　　精神薄弱者（大人） 130円     　（小人） 70円 120円（ 60円） 　60円（ 30円） 　　江ノ浦  
　　　　笠佐住民　　　 　　 　　 無料 　　　　被救護者（大人）    130円     　（小人） 70円 300円（150円） 300円（150円） 300円（150円） 　　土居  

　　　　勤労青少年等（15才以上20才未満）　210円  
 

　　定期旅客運賃 　　定期券 　　定期旅客運賃　（土居～浮島各港間）  
    通勤             （1ヶ月）9,720円　（３ヶ月） 27,710円      　　一般  （1ヶ月）9,360円   　（3ヶ月） 26,680円     　　通勤 　　　　　　  （1ヶ月）　10,900円  
    中・高校生等 （1ヶ月）6,480円   （３ヶ月） 18,470円     　　学生  （1ヶ月）6,240円   　（3ヶ月） 17,790円     　　中・高校生  通学（1ヶ月）   7,260円  
    児童・園児     （1ヶ月）3,360円  （3ヶ月）  95,800円     　　保育園児　  通園（1ヶ月）　3,630円  

　　回数券（券片数11枚）  
    　　大人　2,600円  
    　　小人　1,300円  

　　手荷物運賃 　　手荷物（1個につき）        90円 　　手荷物運賃  
　　　　受託手荷物　　  　　　　　 　  120円 　　　　受託手荷物　　  　　　   150円  
　　　　特殊手荷物（本人同乗に限る） 　　特殊手荷物（1台につき） 　　　　特殊手荷物（本人同乗に限る）  
　　　　　　自転車　　　　　 　　  　 　 180円  　　　　自転車・荷車等　　  　  90円 　　　　　　自転車　　　　　    　 210円  
　　　　　　原付    　　　        　　　   360円  　　　　原動機付自転車　　　 180円 　　　　　　原付    　　　           420円  
　　　　　　2輪 （0.75リットル未満）　 630円  　　　　　　2輪    　　　          　 630円  

  
　　小荷物運賃（3辺の和が200㎝以内で）  　　小荷物（1個につき） 　　小荷物運賃（3辺の和が200㎝以内で）  
　　　　重さ１０ｋｇまでのもの          90円 　　　　10kg以下　    　　     　  90円 　　　　重さ１０ｋｇまでのもの   110円  
　　　　重さ2０ｋｇまでのもの         180円 　　　　10kgを超え20kg以下　 180円 　　　　重さ2０ｋｇまでのもの    220円  
　　　　重さ3０ｋｇまでのもの         270円 　　　　20kgを超え30kg以下　 270円 　　　　重さ3０ｋｇまでのもの    330円  

 
　　貨物運賃（小荷物以外で） 　  
　　　　重さ4０ｋｇまでのもの    360円  
　　　　重さ5０ｋｇまでのもの    550円  
　　　　重さ5０ｋｇを超えるもの  790円 　  

　  
　　臨時運航（1回につき） 　　臨時運航（1航海につき） 　
　　　　運航時間内　　　  　 6,000円 　　　　平日　　　 　 　 14,000円 　
　　　　運航時間外　 　　 　 8,000円 　　　　日曜・祝祭日　22,000円　　
　　　 　（非番の船長が運航した時） 　 　　　　（定期便に支障のない時間帯に運航） 　

企画財政課担当 　
【庁舎キャッシュコーナー使用料】 4853 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

単　位 使用料
 1ヶ月につき 14,640円

大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

分　　類 久賀町 調整の具体的内容橘町東和町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の内容

関係項目

区　　分
庁舎キャッシュコーナー



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

企画専門部会  
【交通災害共済掛金及び共済金等】 1-1677 【交通災害共済掛金及び共済金等】 1190 【交通災害共済掛金及び共済金等】 5651 【交通災害共済掛金及び共済金等】 1772 1 ○4町に相違がないので、現行のとおり
　　共済期間　4/1～翌年3/31 　　共済期間　4/1～翌年3/31 　　共済期間　4/1～翌年3/31 　　共済期間　4/1～翌年3/31 新町に引き継ぐ。
　　加入者数 10/1現在　　   大人　1,997人 　　加入者数 10/1現在　　   大人　2,153人 　　加入者数 10/1現在　   　大人　1,904人 　　加入者数 10/1現在　　   大人　2,176人
　　　　　　　　　　 　　  　　　　子供　  279人 　　　　　　　　　　 　　  　　　　子供　  191人 　　　　　　　　　　 　　  　　　　子供　  312人 　　　　　　　　　　 　　  　　　　子供　  326人
　　　　　　　　　　 　　  　　　　老人　1,035人 　　　　　　　　　　 　　  　　　　老人　1,656人 　　　　　　　　　　 　　  　　　　老人　1,789人 　　　　　　　　　　 　　  　　　　老人　1,484人
　　掛金　　年1人　500円 　　掛金　　年1人　500円 　　掛金　　年1人　500円 　　掛金　　年1人　500円
　　　　（ただし、中学生以下の子供、70歳以上の老人は各300円） 　　　　（ただし、中学生以下の子供、70歳以上の老人は各300円） 　　　　（ただし、中学生以下の子供、70歳以上の老人は各300円） 　　　　（ただし、中学生以下の子供、70歳以上の老人は各300円）

　　共済見舞金額 　　共済見舞金額 　　共済見舞金額 　　共済見舞金額
　　　　等級 　災害の程度 共済見舞金額 　　　　等級 　災害の程度 共済見舞金額 　　　　等級 　災害の程度 共済見舞金額 　　　　等級 　災害の程度 共済見舞金額

　     1等級 死亡 1,000,000円 　     1等級 死亡 1,000,000円 　     1等級 死亡 1,000,000円 　     1等級 死亡 1,000,000円

　     2等級
360日以上の治
療を要する傷害 230,000円 　     2等級

360日以上の治
療を要する傷害 230,000円 　     2等級

360日以上の治療
を要する傷害 230,000円 　     2等級

360日以上の治
療を要する傷害 230,000円

  　   3等級
300日以上360
日未満の同上 180,000円   　   3等級

300日以上360
日未満の同上 180,000円   　   3等級

300日以上360日
未満の同上 180,000円   　   3等級

300日以上360日
未満の同上 180,000円

　     4等級
240日以上300
日未満の同上 140,000円 　     4等級

240日以上300
日未満の同上 140,000円 　     4等級

240日以上300日
未満の同上 140,000円 　     4等級

240日以上300日
未満の同上 140,000円

　     5等級
180日以上240
日未満の同上 105,000円 　     5等級

180日以上240
日未満の同上 105,000円 　     5等級

180日以上240日
未満の同上 105,000円 　     5等級

180日以上240日
未満の同上 105,000円

  　   6等級
130日以上180
日未満の同上 80,000円   　   6等級

130日以上180
日未満の同上 80,000円   　   6等級

130日以上180日
未満の同上 80,000円   　   6等級

130日以上180日
未満の同上 80,000円

  　   7等級
90日以上130日
未満の同上 65,000円   　   7等級

90日以上130日
未満の同上 65,000円   　   7等級

90日以上130日未
満の同上 65,000円   　   7等級

90日以上130日
未満の同上 65,000円

  　   8等級
75日以上90日
未満の同上 50,000円   　   8等級

75日以上90日
未満の同上 50,000円   　   8等級

75日以上90日未
満の同上 50,000円   　   8等級

75日以上90日未
満の同上 50,000円

　     9等級
60日以上75日
未満の同上 40,000円 　     9等級

60日以上75日
未満の同上 40,000円 　     9等級

60日以上75日未
満の同上 40,000円 　     9等級

60日以上75日未
満の同上 40,000円

　   10等級
45日以上60日
未満の同上 32,000円 　   10等級

45日以上60日
未満の同上 32,000円 　   10等級

45日以上60日未
満の同上 32,000円 　   10等級

45日以上60日未
満の同上 32,000円

　   11等級
30日以上45日
未満の同上 23,000円 　   11等級

30日以上45日
未満の同上 23,000円 　   11等級

30日以上45日未
満の同上 23,000円 　   11等級

30日以上45日未
満の同上 23,000円

　   12等級
21日以上30日
未満の同上 16,000円 　   12等級

21日以上30日
未満の同上 16,000円 　   12等級

21日以上30日未
満の同上 16,000円 　   12等級

21日以上30日未
満の同上 16,000円

　   13等級
14日以上21日
未満の同上 13,000円 　   13等級

14日以上21日
未満の同上 13,000円 　   13等級

14日以上21日未
満の同上 13,000円 　   13等級

14日以上21日未
満の同上 13,000円

     14等級
7日以上14日未
満の同上  10,000円      14等級

7日以上14日未
満の同上  10,000円      14等級

7日以上14日未満
の同上  10,000円      14等級

7日以上14日未
満の同上  10,000円

     15等級 7日未満の同上 7,000円      15等級 7日未満の同上 7,000円      15等級 7日未満の同上 7,000円      15等級 7日未満の同上 7,000円
 

　○頚部損傷（いわゆる「むち打ち損傷」）に 　○頚部損傷（いわゆる「むち打ち損傷」）に 　○頚部損傷（いわゆる「むち打ち損傷」）に 　○頚部損傷（いわゆる「むち打ち損傷」）に
　ついては、原則として8等級を限度として支 　ついては、原則として8等級を限度として支 　ついては、原則として8等級を限度として支 　ついては、原則として8等級を限度として支
　給し、90日を超えてなお引き続いて治療が 　給し、90日を超えてなお引き続いて治療が 　給し、90日を超えてなお引き続いて治療が 　給し、90日を超えてなお引き続いて治療が
　行われている場合は、6等級を限度として 　行われている場合は、6等級を限度として 　行われている場合は、6等級を限度として 　行われている場合は、6等級を限度として
　支給する。 　支給する。 　支給する。 　支給する。

調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

東和町

関係項目

大島町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

調整の内容

久賀町分　　類



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

住民専門部会  
【火葬場使用料】 2-3208 【火葬場使用料】 6069 【斎場使用料】 4417（2912） 【斎場使用料】 9781 3 ○新たに制度等を創設する。

単　位 使用料 単　位 使用料 単　位 使用料 単　位 使用料 単　位 使用料
　　死 　体 1体につき 10,000円 　　大人（12歳以上とする） 1体につき 3,000円 　  火　葬 1体につき 10,000円 　  火　葬 1体につき 10,000円 　　一般 1体につき 10,000円
　　　　　（平成15年4月1日改正） 　　小人（12歳未満とする） 1体につき 2,500円 　　　　　（平成15年4月1日から橘町斎場を利用） 　　　（ただし、一般は旧大島町火葬場は3,000円とする。）

    死産児 1体につき 1,500円     死産児 1体につき 2,000円     死産児 1体につき 1,500円
    通　夜 40,770円     通　夜 40,770円     通　夜（旧橘町斎場のみ） 40,770円
　　　　　　（２４時間を超えた場合、1時間につき 1,010円） 　　　　　　（２４時間を超えた場合、1時間につき 1,010円） 　　　　　　（２４時間を超えた場合、1時間につき 1,010円）

【霊柩車使用料】 2-3214 【霊柩車使用料】 6219 【霊柩車使用料】 － 【霊柩車使用料】 9809 2 ○東和町、橘町の例により調整をする。
　 　 　 　すべて無料とする。ただし、霊柩車の使用の

基本料金 加算料金  　 範囲は、郡内のみで、運行は郡内の葬儀場所
霊柩車の使用料は無料。 　本町の住民 　町内使用 2,100円 霊柩車の使用料は無料。 　 霊柩車の使用料は無料。 から各斎場（火葬場）までとする。

　郡内・町外使用 2,100円 1㎞当105円 　　　　　（平成15年4月1日から施行）

　本町の住民 　町内使用 3,150円
　でない者 　郡内・町外使用 3,150円 1㎞当210円

○但し、郡外使用の場合の燃料代 　　○郡内町外使用は、走行距離に応じた金額を加算する。 　
及び有料道路通行料等は実費負担。

【墓地使用料】 2-3201 【共同墓地使用料】 6247 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
区　　分 使用区分 使用料 　 区　　分 使用区分 永代使用料 永代管理手数料

   久賀町営墓地 　　1区画   70,000円 　    つつじ墓地 　　1区画 180,000円 20,000円
　 越木田墓苑 　　1区画   45,000円 5,000円

　　○本町に住所のない者、上記に10,500円を追加  

調整の具体的内容

区　　分 区　　分

区　　　分
使用料

区　　分 区　　分

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町大島町

関係項目

東和町

調整の内容

分　　類 久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

区　　分



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

環境専門部会
【水道料金】 15.8.1改正 2-3301 【水道料金】 15.10.1改正 6291の51 【水道料金】 5174 【水道料金】 3 ○新たに制度等を創設する。
　料金期間 2ケ月につき 　料金期間 1ケ月につき 　料金期間 1ケ月につき 　料金期間 2ケ月につき 　料金期間 2ケ月につき
　消費税 内税 　消費税 外税 　消費税 内税 　消費税 外税 　消費税 内税
　一般用 　家事・営業及び官公署 　一般用 量水器使用料 　一般用 　一般用
　　基本料金 　10ｍ3まで 2,050円 　　基本料金　  7ｍ3まで  1,100円 　　基本料金　  5ｍ3まで  780円 （＋150円） 　　基本料金　10ｍ3まで 1,800円 　　基本料金　12ｍ3まで 　1,860円
　　超過料金　 1ｍ3につき 　　220円 　　超過料金　  1ｍ3につき 　　230円 　　超過料金　  1ｍ3につき 　　200円 　　超過料金　 1ｍ3につき 　　200円 　　　超過料金　12ｍ3超～32ｍ3ま 220円/ｍ3 （1ｍ3につき）

  　　                32ｍ3超～ 200円/ｍ3 （1ｍ3につき）

　但し、奥畑･神領地区は下記のとおり 　 　　　ただし、奥畑、神領地区の料金は廃止。

　　基本料金　10ｍ3まで  1,100円
　　超過料金　 1ｍ3につき 　　230円

　特需用 　大口用  　　　特需用、大口用については、廃止。

　　料金期間・消費税については、上記のとおり 　　料金期間・消費税については、上記のとおり
　　基本料金　100ｍ3まで 6,820円 　　基本料金　100ｍ3まで 15,000円
　　超過料金　1ｍ3につき 　　157円 　　超過料金　1ｍ3につき     210円

  

　船舶用 　船舶用 　 　　○船舶用、臨時用については、橘町の例により調整をする。

　　1ｍ3につき 　　554円 　　基本料金　　1ｍ3まで     780円 　　船舶用・臨時用 472円/ｍ3
　　超過料金　　1ｍ3につき     605円 　　　（消費税　内税）

　臨時用 　臨時用 　臨時用 　臨時用 　 　　○船舶用、臨時用については、橘町の例により調整をする。

　　1ｍ3につき 　　554円 　　1ｍ3まで     550円 　　基本料金　　1ｍ3まで     780円 　　1ｍ3につき     450円 　　船舶用・臨時用 472円/ｍ3
  　　超過料金　　1ｍ3につき     605円 　　　（消費税　内税）

　  　その他の事項 　その他の事項 　 　　○その他の事項については、新たに制度等を創設する。

 　　休止の場合 1ヶ月につき 　　780円 　　休止の場合 1ヶ月につき 　　350円 　　休止の場合 2ヶ月につき　  600円

　メーター（量水器）使用料 　 　　○メーター（量水器）使用料については、廃止。

　　　13mm 　　　　150円
　　　20mm 　　　　300円
　　　25mm 　　　　360円
　　　30mm 　　　　480円
　　　40mm 　　　　600円
　　　50mm 　　　1,020円
　　　50mm（副管付） 　　　2,420円
　　　75mm（副管付） 　　　3,250円
　　　100mm（副管付） 　　　3,800円

調整の具体的内容東和町 橘町

9901及び9950

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

環境専門部会
【水道新規加入金】 2-3301 【水道新規加入金】 6291の51 【水道新規加入金】 5174 【水道新規加入負担金】 3 ○新たに制度等を創設する。

金額 金額 （消費税別途） 金額 金額 （消費税別途） 　
　　口径 13mm 　　10,500円 　　口径 13mm 　　20,000円 　　口径 13mm 　　26,000円 　　口径 13mm～ 16mm 　　30,000円 　
　　口径 20mm 　　31,500円 　　口径 20mm 　　40,000円 　　口径 20mm 　　48,000円 　　口径 20mm 　　40,000円
　　口径 25mm 　　52,500円 　　口径 25mm 　　70,000円 　　口径 25mm 　　72,000円 　　口径 25mm 　　60,000円
　　口径 30mm 　　84,000円 　　口径 30mm 　100,000円 　　口径 30mm 120,000円 　　口径 30mm 100,000円
　　口径 40mm 　168,000円 　　口径 40mm 　180,000円 　　口径 40mm 193,000円 　　口径 40mm 150,000円
　　口径 50mm 　304,500円 　　口径 50mm 　290,000円 　　口径 50mm 350,000円 　　口径 50mm 290,000円
　　口径 50mmを超えるもの 町長が定める額　 　　口径 75mm 　660,000円 　　口径 75mm 797,000円  

　　口径100mm以上 町長が定める額　 　　口径100mm 840,000円

　新たに給水区域を拡張した場合 6 　廃止の方向で検討する。
金額

　　70,000円

【特定環境保全公共下水道使用料】 5276 【特定環境保全公共下水道使用料】 9971 3 ○新たに制度等を創設する。
　（東和片添地区　　　事業期間　平成3～15年度） 　（安下庄地区　　　事業期間　平成8～21年度）
　　　区分 1ケ月につき     *消費税は内税 　　　区分 2ヶ月につき  *消費税は外税 　　　区分 2ヶ月につき  *消費税は内税
　　基本料金 5ｍ3まで 1,220円 　　基本料金 １０ｍ3まで 　　1,500円 　　基本料金 １２ｍ3まで 　　1,800円
　　超過料金 5ｍ3超～20ｍ3まで 　　120円 （1ｍ3につき） 　　超過料金 １０ｍ3超　 160円 （1ｍ3につき） 　　超過料金12ｍ3超～40ｍ3まで 　　160円 （1ｍ3につき）

20ｍ3超～50ｍ3まで 　　　 130円 （1ｍ3につき） 40ｍ3超～60ｍ3まで 　　　　120円 （1ｍ3につき）

50ｍ3超 150円 （1ｍ3につき） 60ｍ3超～ 　　　　100円 （1ｍ3につき）

【特定環境保全公共下水道受益者負担金】 5319 【特定環境保全公共下水道受益者分担 9971-89 3 ○新たに制度等を創設する。
　　　区分 単位 金額 　　　区分 単位 金額 　ただし、事業実施中の受益者負担金については、
　　　宅地 　　　１㎡当り 　　　300円 　　　宅地 　　　１㎡当り 　　　300円 　合併時までに調整をする。

【農業集落排水下水道使用料】 6395 【農業集落排水下水道使用料】 【農業集落排水下水道使用料】 3 ○特定環境保全公共下水道事業の例により、
　（戸田地区　　　事業期間　平成7～12年度） 　（和田地区　　　事業期間　平成12～17年度） 　（日良居地区　　　事業期間　平成11～16年度） 合併時までに統一する。
　　　区分 1ケ月につき     *消費税は外税
　　基本料金 10ｍ3まで 2,000円 （未供用） （未供用） 　　　区分 2ヶ月につき  *消費税は内税
　　超過料金 1ｍ3につき 　　100円 　 　　基本料金 １２ｍ3まで 　　1,800円

（10ｍ3を超えるもの） 　　　 　 　　超過料金12ｍ3超～40ｍ3まで 　　160円 （1ｍ3につき）

　 　　　 　 40ｍ3超～60ｍ3まで 　　　　120円 （1ｍ3につき）

60ｍ3超～ 　　　　100円 （1ｍ3につき）

　（沖浦西地区　　　事業期間　平成14～18年度） 　 　 　

（未供用）

　（沖浦東地区　　　事業期間　平成15～19年度）

（未供用）

　（津海木地区　　　事業期間　平成16～20年度）

（未供用）

　　２４　各種事務事業の取扱い

久賀町

口径区分

協議事項

調整の内容

分　　類

口径区分 口径区分

調整の具体的内容

関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

区　分
新たに給水区域を
拡張した場合のみ

橘町

口径区分

東和町大島町

9901及び9950



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

環境専門部会
【農業集落排水下水道受益者分担金】 6361 【農業集落排水下水道受益者負担金】 【農業集落排水下水道受益者分担金】 3 ○特定環境保全公共下水道事業の例により、
　（戸田地区　　　事業期間　平成7～12年度） 　（和田地区　　　事業期間　平成12～17年度） 　（日良居地区　　　事業期間　平成11～16年度） 合併時までに統一する。

w 　　　区分 単位 金額 　ただし、事業実施中の受益者負担金については、
　　宅地 　　1戸当り 114,349円 （未供用） （未供用） 合併時までに調整する。
　　　　　　　　　　　　　（事業費に対し定率）

　（沖浦西地区　　　事業期間　平成14～18年度）

（未供用）

　（沖浦東地区　　　事業期間　平成15～19年度）

（未供用）

　（津海木地区　　　事業期間　平成16～20年度）

（未供用）

【漁業集落排水下水道使用料】 9971-147 3 ○特定環境保全公共下水道事業の例により、
　（浮島地区　　　事業期間　平成5～9年度） 合併時までに統一する。
　　　区分 2ヶ月につき  *消費税は外税
　　基本料金 １０ｍ3まで 　　1,500円 　　　区分 2ヶ月につき  *消費税は内税
　　超過料金 １０ｍ3超 160円 （1ｍ3につき） 　　基本料金 １２ｍ3まで 　　1,800円

　　超過料金12ｍ3超～40ｍ3まで 　　160円 （1ｍ3につき）

40ｍ3超～60ｍ3まで 　　　　120円 （1ｍ3につき）

60ｍ3超～ 　　　　100円 （1ｍ3につき）

【漁業集落排水下水道受益者分担金】 10011 3 ○特定環境保全公共下水道事業の例により、
　（浮島地区　　　事業期間　平成5～9年度） 合併時までに統一する。
　　　区分 単位 金額 　ただし、事業実施中の受益者負担金については、
　　宅地 　　　１㎡当り 　　　300円 合併時までに調整する。

【大島町都市下水路使用料】（建設課担当） 7307 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
種類 　　単位 期間 金額

　電柱・支線等 　　1本 　1ケ月 540円
　水道・ガス管等 　　1ｍ 　1ケ月 100円
　 道路・橋・倉庫等 　　1㎡ 　1ケ月 250円

東和町 橘町分　　類

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

調整の内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

久賀町 大島町 調整の具体的内容



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

環境専門部会
【久賀町不燃物処理場使用料】 2-3004 【大島町不燃物処理場使用料】 【東和町不燃物処理場使用料】 【橘町不燃物処理場使用料】 6 ○廃止の方向で検討する。

区分 　 金額 　 　 　  

　軽四トラック　　 　1台分 760円 【受入しない】 【受入しない】 【受入しない】
　１ｔ　積トラック      1台分 1,520円
　２ｔ　積トラック　 　1台分 3,050円

　  ①使用時間は午前8時30分から午後4時まで
　   　とする。
　　②各車輌とも積載量が2分の1に満たない場
　　 　合には上記金額の2分の1とする。

【東和町瓦処分場搬入料】 要綱4403･.2 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
区分 　 金額 　時期を見て調整をする。

　軽四トラック　　 　1台分 760円
　１ｔ　積トラック   　1台分 1,520円
　２ｔ積　トラック　 　1台分 3,050円

　　①搬入できる日は、役場が開庁しているときとする。
　　②使用時間は午前8時30分より午後4時までとする。
　　③各車輌とも積載量が2分の1に満たない場合には
　　　上記金額の2分の1とする。

（建設課担当）
【大島町公共施設建設残土処理場使用料】要綱集　4797 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

区分 　 金額 　

　処理場 無料

大島町分　　類 久賀町

調整の内容

　　２４　各種事務事業の取扱い協議事項

調整の具体的内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町東和町

関係項目



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

保健福祉専門部会

【久賀町農業者健康管理センター使用料】 【しまとぴあスカイセンター使用料】　 6061 【たちばなケアプラザ使用料】 9531 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　（大島町国民健康保険保健福祉総合センター）

   自午前9時
至　正午

 自正午
 至午後5時

自午後　5時
至午後10時 　昼間 　夜間 昼夜連続 使用区分 単位

 単位当たり
　使用料金

冷暖房施設
 使用料金

　健康相談室   310円   510円   630円 　　集団指導室  940円 1,260円 2,200円 　　健康増進室   1時間当たり 450円 300円
　多目的ホール 1,560円 2,100円 2,610円 　　保健指導室  940円 1,260円 2,200円 　　機能訓練室   1時間当たり 450円 300円

　　　総合保健指導室  630円  780円 1,410円 　　会議室   1時間当たり 450円 300円
　　栄養相談室  630円  780円 1,410円 　　調理実習室   1時間当たり 1,000円 200円
　　健康相談室  630円  780円 1,410円 　　栄養指導室   1時間当たり 1,000円 200円
　　検診室  630円  780円 1,410円 　

　○　冷暖房使用1時間50円増し 　○　冷暖房料金は、使用料の5割。
　備考 　備考 　備考
　　1　備品等を使用する場合は、種類、数量に 　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間 　　1　使用時間で1時間未満の端数を生じた場
　　　応じその都度決定する。 　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。 　　 合は、30分未満はこれを切り捨て、30分以
　　2　入場者より会費又は入場料その他これに 　付記 　　 上はこれを1時間とする。使用時間に変更
　　　類する金額を徴収する場合の使用料は、定 　　1　営利、営業、宣伝等目的として、又は入場料 　　 が生じた場合も同じ扱いとする。
　　　額の3倍以内とする。 　　 その他これに類するものを徴収して使用する
　　3　使用者が町外居住者の場合は、使用料定 　　 場合の使用金額は、上記の当該使用料金額
　　　額の2倍以内とする。 　　 の10 割に相当する額を加算した金額とする。

    2　町外居住者が使用するときの基本料金は、
     当該基本料金の5割を加算した金額とする。
    3　電気、ガス、水道の使用料は、実情に応じ
      実費を徴収することができる。

【久賀町福祉センター使用料】 2-1160 【橘町老人福祉センター使用料】 8831 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

使用区分 単位
 単位当たり

　使用料金
冷暖房施設

 使用料金
昼間 夜間  昼夜 　　集会室   1時間当たり 400円 250円

　　和室 1,560円 2,100円 3,150円 　　教養室   1時間当たり 500円 500円
　　会議室  510円   830円 1,050円 　　健康増進室   1時間当たり 200円 100円
　　調理室  510円   830円 1,050円 　　機能回復訓練室   1時間当たり 300円 200円
　　集会室 1,560円 2,100円 3,150円 　　生活相談室   1時間当たり 50円 50円
　　その他の室 　類似の室の使用料を基準として町長が定める額 　　健康相談室   1時間当たり 50円 50円

　　小浴場   1時間当たり 100円 -
　　大浴場   1時間当たり 100円 -

　○　調理室の燃料代は実費とする。 　○割増使用料金は、夜間、土曜日の午後及び
　備考 　休日等に使用する場合は上記の2割増額。
　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間 　備考
　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。 　　1　使用時間は、午前8時30分から午後10時
　　2　本町に、住所又は事業所を有しない者が使 　　 までとする。夜間とは、午後5時から午後10
　　　用する場合は、定額の倍額とする。 　　 時までとする。

　　2　使用時間で1時間未満の端数を生じた場
　　 合は、30分未満はこれを切り捨て、30分以
　　 上はこれを1時間とする。使用時間に変更
　　 が生じた場合も同じ扱いとする。
　　3　使用に伴う準備、清掃等に要する時間は、
　　 使用時間に含むものとする。
　　4　結婚式関係で使用する場合は、1万円の

分　　類 久賀町 大島町
2-3903（2-3905）

調整の内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

橘町 調整の具体的内容

使用区分

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

東和町

使用料

使用区分

使用料

使用料
使用区分



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

保健福祉専門部会

　　 加算料金を徴収する。
　　5　橘町に住所を有しない者又は橘町に住所
　　 のない団体が使用する場合は、使用料金の
　　 総額の2割額（特別料金）を徴収する。

【久賀町ふれあいの家使用料】 2-1240  【和田老人福祉センター（楽々亭）使用料 ー 【橘町立老人憩の家使用料】 8836 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　　久賀町ふれあいの家   　　　日良居老人憩の家 
　　　久賀町椋野ふれあいの家  使用区分 　　　長天老人憩の家 

　老人憩の家　 　　　無料 　　　源明老人憩の家 
使用区分  　　　秋老人憩の家 

　ふれあいの家　 　　　無料  　　　安下老人憩の家 
 　　　油良老人憩の家 

　　　西浦老人憩の家 
　　　和戸老人憩の家 

 
 　　使用区分
 　　　　老人憩の家　 　　　無料

　　　○　管理及び運営は、他団体へ委託する
　　　　　ことができる。

【情島保健福祉館使用料】（福祉課担当） 3853 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
     使用区分 使用料
　 　情島保健福祉館 　　　無料

（情島巡回診療所開設中）

【高齢者生活福祉センター（和田苑）使用料 3961・6 【高齢者生活福祉センター（しらとり苑）使用料 8840 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　・通所介護者の利用料 　・通所介護者の利用料

　・居住部門事業使用料 　・居住部門事業使用料
　　　階層 月額使用料 　　　階層 月額使用料

Ａ        0円 Ａ        0円
Ｂ       4,000円 Ｂ      4,000円
Ｃ       7,000円 Ｃ      7,000円
Ｄ 10,000円 Ｄ 10,000円
Ｅ 13,000円 Ｅ 13,000円
Ｆ 16,000円 Ｆ 16,000円
Ｇ 19,000円 Ｇ 19,000円
Ｈ 22,000円 Ｈ 22,000円
Ｉ 25,000円 Ｉ 25,000円
Ｊ  30,000円 Ｊ  30,000円
K  35,000円 K  35,000円
L  40,000円 L  40,000円
M  45,000円 M  45,000円
N  50,000円 N  50,000円

　　　○　光熱水費については、利用者負担とする。 　　　○　光熱水費については、利用者負担とする。

2,300,001円～2,400,000円
2,400,001円以上

2,000,001円～2,100,000円 2,000,001円～2,100,000
2,100,001円～2,200,000円

2,300,001円～2,400,000
2,400,001円以上

1,800,001円～1,900,000

2,200,001円～2,300,000円

1,900,001円～2,000,000円

2,100,001円～2,200,000
2,200,001円～2,300,000

1,900,001円～2,000,000

　　居宅要介護

1,300,001円～1,400,000

　　介護保険法41条第4項第1号
　　の基準により算定した額

　　介護保険法41条第4項第1号
　　の基準により算定した額

　　居宅要支援

1,200,000円以下
1,200,001円～1,300,000円
1,300,001円～1,400,000円

　　介護保険法53条第2項第1号
　　の基準により算定した額

対象収入による階層区分

1,400,001円～1,500,000円 1,400,001円～1,500,000

1,600,001円～1,700,0001,600,001円～1,700,000円
1,700,001円～1,800,000円 1,700,001円～1,800,000
1,800,001円～1,900,000円

区　　分

　　介護保険法53条第2項第1号
　　の基準により算定した額

対象収入による階層区分

利用料

　　居宅要介護

　　居宅要支援

1,200,000円以下
1,200,001円～1,300,000

1,500,001円～1,600,000円 1,500,001円～1,600,000

調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

　　　　　　　　　利用料

　　　　　　　　　利用料

　　　　　　　　　利用料

分　　類

調整の内容

久賀町 大島町 東和町

区　　分 利用料

橘町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

保健福祉専門部会

【久賀町児童公園使用料】 2-1531 【橘町児童遊園地使用料】 　 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　　中央児童公園 　　　橘児童遊園地 亀島児童遊園地
　　　向津原児童公園 　　　宮の下児童遊園地 樽見児童遊園地
　　　みゆき児童公園 　　　真宮児童遊園地

 使用区分 使用料  使用区分 使用料
児童公園 　　　無料 児童遊園地 　　　無料

【三蒲児童の館使用料】 5421 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　 使用区分 　 使用料

　 　三蒲児童の館 　　　無料

【保育所徴収金】 2-1475 規則 【保育所徴収金】 5307　規則 【保育所徴収金】 3794　規則 【保育所徴収金】 8282　規則 3 ○新たに制度等を創設する。
　・保育所設置状況 　・保育所設置状況 　・保育所設置状況 　・保育所設置状況
　町立 　私立 　町立 　私立 　町立 　私立 　町立 　私立
　　久美保育所 　　久賀保育園 　　蒲野保育所 　　源空寺保育園 　　和佐保育所 　　　油宇保育園 　　日良居保育園 　　安正保育園

　 　　小松保育園 　　　森野保育園 　　安下庄保育園
　 　 　　中保育園 　 　　　浄念寺保育園 　　宮ノ下保育園

　　　西光寺保育園
　・保育所徴収基準額（月額） 　・保育所徴収基準額（月額）  　・保育所徴収基準額（月額） 　・保育所徴収基準額（月額） 　・保育所徴収基準額（月額）
　第1階層　 　第1階層　 　第1階層　 　第1階層　　　　　　　　 　第1階層　
　　　定義　生活保護法の被保護世帯（単給世帯を含む） 　　　定義　生活保護法の被保護世帯（単給世帯を含む） 　　　定義　生活保護法の被保護世帯（単給世帯を含む）　　　定義　生活保護法の被保護世帯（単給世帯を含む） 　　　定義　生活保護法の被保護世帯（単給世帯を含む）

　　　3歳未満児　　　　　　　0円　 　　　3歳未満児　　　　　　　0円　 　　　3歳未満児　　　　　　　 0円　　 　　  3歳未満児　　　　　　　　 0円　　 　　　3歳未満児　　　　　　　 0円　　
　　　3歳以上児　　　　　　　0円 　　　3歳以上児　　　　　　　0円 　　　3歳以上児 　　　　　　　0円 　　　3歳以上児 　　　　　　　　0円 　　　3歳以上児 　　　　　　　0円
　第2階層　 　第2階層　 　第2階層　　　　　　　 　第2階層　　　　　　　 　第2階層　　　　　　　
　　　定義　市町村民税非課税世帯　　 　　　定義　市町村民税非課税世帯　　 　　　定義　市町村民税非課税世帯　　 　　 定義　市町村民税非課税世帯　　 　　　定義　市町村民税非課税世帯　　
　　　3歳未満児 　　　 9,000円 　　　3歳未満児 　　　 6,300円 　　　3歳未満児 　　　　4,700円  　　3歳未満児　　　　　  9,000円 　　　3歳未満児 　　　　4,700円
　　　3歳以上児 　 　　6,000円　 　　　3歳以上児 　 　　4,200円　 　　　3歳以上児 　　　　3,000円　  　　3歳以上児　　　　　  6,000円　 　　　3歳以上児 　　　　3,000円　
　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等 　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等 　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等 　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等 　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等
　　　　　　　3歳未満児 　　　　　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳未満児 　　　　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳未満児 　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳未満児 　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳未満児 　　　　　　　0円
　　　　　　　3歳以上児 　　　　　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳以上児 　　　　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳以上児 　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳以上児 　　　　　　　0円 　　　　　　　3歳以上児 　　　　　　　0円
　第3階層　 　第3階層　 　第3階層　　　　　　　 　　　　 　第3階層　　　　　　　 　　　　 　第3階層　
　　　定義　市町村民税課税世帯　　　 　　　定義　市町村民税課税世帯　　　 　　　定義　市町村民税課税世帯　　　  　　定義　市町村民税課税世帯　　　 　　　定義　市町村民税課税世帯　　　
　　　3歳未満児　　　 17,000円　 　　　3歳未満児　　　 13,650円　 　　　3歳未満児 　　　　16,400円　 　　 3歳未満児 　　　　　18,500円　 　　　3歳未満児　　　 13,650円　
　　　3歳以上児　　　 14,000円 　　　3歳以上児　　　 11,550円 　　　3歳以上児　　　　 13,700円 　 　3歳以上児　　　　　 15,500円 　　　3歳以上児　　　 11,550円
　　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等 　　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等 　　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等 　　　　― 　　　　・母子父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯等
　　　　　　　3歳未満児 　　　　　　　16,000円 　　　　　　　3歳未満児 　　　　　　　12,950円 　　　　　　　3歳未満児  　　　　8,700円 　　　　― 　　　　　　　3歳未満児  　　　　8,700円
　　　　　　　3歳以上児 　　　　　　　13,000円 　　　　　　　3歳以上児 　　　　　　　10,850円 　　　　　　　3歳以上児  　　　　7,400円 　　　　― 　　　　　　　3歳以上児  　　　　7,400円
　第4階層 　第4階層　　　   　　 　第4階層　　　   　　 　第4階層　　　   　　 　第4階層　　　   　　
　　　定義　所得税 64,000円未満　　 　　　定義　所得税 64,000円未満　　 　　　定義　所得税 64,000円未満　　  　　定義　所得税 64,000円未満　　 　　　定義　所得税 64,000円未満　　
　　　3歳未満児 　　　29,000円 　　　3歳未満児 　　　21,000円 　　　3歳未満児 　　　　27,500円  　　3歳未満児 　　　　　26,500円 　　　3歳未満児 　　　21,000円 
　　　3歳以上児 　　　23,000円 　　　3歳以上児 　　　18,900円　 　　　3歳以上児　　　　 24,900円　 　 　3歳以上児　　　　　 23,500円　 　　　3歳以上児 　　　18,900円　
　第5階層 　第5階層　　　 　第5階層　　　 　第5階層　　　 　第5階層　　　
　　　定義　所得税  64,000円以上160,000円未満 　　　定義　所得税  64,000円以上　160,000円未満 　　　　定義　所得税  64,000円以上　160,000円未満　　 　　定義　所得税  64,000円以上　160,000円未満 　　　定義　所得税  64,000円以上　160,000円未満
　　　3歳未満児　　　 36,000円　 　　　3歳未満児　　　 31,150円　 　　　3歳未満児　　　　 35,200円　 　 　3歳未満児　　　　　 32,000円　 　　　3歳未満児　　　 31,150円　
　　　3歳以上児　　　 33,000円 　　　3歳以上児　　　 29,050円 　　　3歳以上児 　　　　32,200円  　　3歳以上児　　　　　 29,000円　  　　 3歳以上児　　　 29,000円　

橘町東和町 調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

保健福祉専門部会

　第6階層　 　第6階層　　　 　第6階層　 　第6階層　　　 　第6階層　
　　　定義　所得税 160,000円以上408,000円未満 　　　定義　所得税 160,000円以上　408,000円未満　 　　　定義　所得税 160,000円以上　408,000円未満　  　　定義　所得税 160,000円以上　408,000円未満 　　　定義　所得税 160,000円以上　408,000円未満
　　　3歳未満児 　　　40,000円 　　　3歳未満児 　　　42,700円 　　　3歳未満児 　　　　37,000円  　　3歳未満児　　　　　 38,000円 　　　3歳未満児 　　　37,000円
　　　3歳以上児 　　　37,000円 　　　3歳以上児　　　 36,770円 　　　3歳以上児 　　　　34,800円  　　3歳以上児　　　　　 35,000円 　　　3歳以上児 　　　34,800円
　第7階層　 　第7階層　　 　第7階層　　 　第7階層　　 　第7階層　　
　　　定義　所得税408,000円以上 　　　定義　所得税408,000円以上　 　　　定義　所得税408,000円以上　  　　定義　所得税408,000円以上　 　　　定義　所得税408,000円以上　
　　　3歳未満児　　　 48,000円 　　　3歳未満児 　　　56,000円 　　　3歳未満児　　　　 47,000円 　 　3歳未満児 　　　　　49,000円 　　　3歳未満児        47,000円
　　　3歳以上児 　　　41,000円 　　　3歳以上児 　　　36,770円     　 3歳以上児          37,500円 　 　3歳以上児 　　　　　39,000円 　　　3歳以上児 　　　36,770円

①  上記の表の年齢区分は、その児童が入所した ①  上記の表の年齢区分は、その児童が入所した ①  上記の表の年齢区分は、その児童が入所した ①  上記の表の年齢区分は、その児童が入所した ①  上記の表の年齢区分は、その児童が入所し
  日の年齢とする。   日の年齢とする。   日の年齢とする。   日の年齢とする。   た日の年齢とする。
②  徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ②  徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ②  徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ②  徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ②  徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで
 の世帯であって、同一世帯から2人以上の児童  の世帯であって、同一世帯から2人以上の児童  の世帯であって、同一世帯から2人以上の児童  の世帯であって、同一世帯から2人以上の児童  の世帯であって、同一世帯から2人以上の児童
  が入所している場合において、第2階層から第4   が入所している場合において、第2階層から第4   が入所している場合において、第2階層から第4   が入所している場合において、第2階層から第4   が入所している場合において、第2階層から第4
  階層までの場合は最も低い児童が満額、次に   階層までの場合は最も低い児童が満額、次に   階層までの場合は最も低い児童が満額、次に   階層までの場合は最も低い児童が満額、次に   階層までの場合は最も低い児童が満額、次に
  低額の児童が1/2、その他は1/10になる。第5   低額の児童が1/2、その他は1/10になる。第5   低額の児童が1/2、その他は1/10になる。第5   低額の児童が1/2、その他は1/10になる。第5   低額の児童が1/2、その他は1/10になる。第5
  階層から第7階層は最も高い保育料が満額、次   階層から第7階層は最も高い保育料が満額、次   階層から第7階層は最も高い保育料が満額、次   階層から第7階層は最も高い保育料が満額、次   階層から第7階層は最も高い保育料が満額、次
  に高額の児童が1/2、その他の児童は1/10に   に高額の児童が1/2、その他の児童は1/10に   に高額の児童が1/2、その他の児童は1/10に   に高額の児童が1/2、その他の児童は1/10に   に高額の児童が1/2、その他の児童は1/10に
  なる。   なる。   なる。   なる。   なる。
③ 徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ③ 徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ③ 徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ③ 徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで ③ 徴収金基準額表の第2階層から第7階層まで
　の世帯であって、第3子以降の児童で、入所し 　の世帯であって、第3子以降の児童で、入所し 　の世帯であって、第3子以降の児童で、入所し 　の世帯であって、第3子以降の児童で、入所し 　の世帯であって、第3子以降の児童で、入所し
　た月の初日のおける年齢が3歳未満のもの又は 　た月の初日のおける年齢が3歳未満のもの又は 　た月の初日のおける年齢が3歳未満のもの又は 　た月の初日のおける年齢が3歳未満のもの又は 　た月の初日のおける年齢が3歳未満のもの又は
　継続入所児童にあっては当該年度4月1日にお 　継続入所児童にあっては当該年度4月1日にお 　継続入所児童にあっては当該年度4月1日にお 　継続入所児童にあっては当該年度4月1日にお 　継続入所児童にあっては当該年度4月1日にお
　ける年齢が3歳未満のものが入所している場合 　ける年齢が3歳未満のものが入所している場合 　ける年齢が3歳未満のものが入所している場合 　ける年齢が3歳未満のものが入所している場合 　ける年齢が3歳未満のものが入所している場合
　において、その児童の徴収基準額は、上記に 　において、その児童の徴収基準額は、上記に 　において、その児童の徴収基準額は、上記に 　において、その児童の徴収基準額は、上記に 　において、その児童の徴収基準額は、上記に
　掲げる徴収基準額を適用後、第2～第4階層に 　掲げる徴収基準額を適用後、第2～第4階層に 　掲げる徴収基準額を適用後、第2～第4階層に 　掲げる徴収基準額を適用後、第2～第4階層に 　掲げる徴収基準額を適用後、第2～第4階層に
　属する世帯の児童は0円、第5～第7階層に属 　属する世帯の児童は0円、第5～第7階層に属 　属する世帯の児童は0円、第5～第7階層に属 　属する世帯の児童は0円、第5～第7階層に属 　属する世帯の児童は0円、第5～第7階層に属
　する世帯の児童は1/2になる。 　する世帯の児童は1/2になる。 　する世帯の児童は1/2になる。 　する世帯の児童は1/2になる。 　する世帯の児童は1/2になる。

東和町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の内容

分　　類 調整の具体的内容橘町久賀町 大島町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
【中小企業従業員住宅利用料】 5257 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　　団地名 建設年度 戸数 年額賃貸料

　　森野団地 平成 5年度 16 －
　　外入団地 平成 5年度 12 －
　　 沖家室団地 平成 5年度 20 －

48 18,094,800円

　　　○一括して、㈱東和観光開発（広島市）に賃貸。

　　 2-4563
（企画課担当） 【片添ケ浜温泉遊湯ランド利用料】 5073・8 【竜崎温泉潮風の湯入浴料】 11272 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　区　分 料　金 利用料金 利用料金
　潮風呂保養館 大人 中学生以下の者     500円 　　大人 中学生以上の者        500円 　　大人 中学生以上の者        700円

町内に住所を有
する65歳以上の者     400円 町内に住所を有する65歳以上の者        400円 町内に住所を有する65歳以上の者        500円

身体障害者手帳の交付を受けている者        500円
療育手帳の交付を受けている者        500円
精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている者        500円

入浴回数券　　10回分  5,000円
入浴回数券　　50回分 20,000円
入浴回数券　　100回分 35,000円
年間入浴券 60,000円
定期入浴券（4ケ月用） 21,000円

小人
4歳以上小学生
以下の者     300円 　　小人 4歳以上小学生以下の者        300円 　　小人        400円
3歳以下の者 　　　　　無料 身体障害者手帳の交付を受けている者        300円

療育手帳の交付を受けている者        300円
精神障害者保健福祉手帳の
交付を受けている者        300円

　備考
  5,000円 　（1） 回数券 入浴回数券　　  10回分      3,000円
  4,000円 　大人 中学生以上 　11枚綴        5,000円 入浴回数券　　  50回分     12,000円
  3,000円 町内65歳以上 　11枚綴        4,000円 入浴回数券　　100回分     20,000円

   イ　サウナ利用者はバスタオル貸し料として 　小人
4歳以上小学
生以下の者 　11枚綴        3,000円 年間入浴券     60,000円

   　　別に100円を徴収する。 　（2）サウナ利用者は、バスタオル貸し料として別に
　　 　100円を徴収する。     3歳以下  　　  　無料

　　（社）東和ふるさとセンターへ委託、使用料は委託先へ納入   備考
　　1 使用料金の中には、専用タオル料金を含む
　　 ものとする。
　　2 バスタオルは、別に貸し料として100円加算
　　 する。
　　3  10人以上の団体が使用する場合、使用料
　　 を1回につき大人1人500円、小人1人300円と
　　 する。
　　4 年間入浴券は、登録した個人のみ使用でき
　　 る。ただし、定休日及び臨時休業時には使用
　　 できない。

調整の内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

利用区分

調整の具体的内容

回数券　小人（4歳以上）11枚券

久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

分　　類 大島町

単　位

 　　ア 回数券　大人（中学生以上）11枚券

東和町

　計　３団地

利用区分

【久賀町グリーンステイながうら使用料】
　（5）入浴施設（再掲）

    　 回数券　大人（町内65歳以上）11枚券



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
【片添ケ浜温泉配湯料金】 5073・2 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

料金
　基本料金 月300ｔ まで 50,970円
　超過料金 1ｔ につき          200円

【竜崎温泉・潮風の湯部屋　貸切使用料及び予約料】 11272 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
区分 単位 使用料 超過使用料

　　 　6畳間 2時間あたり  2,000円 30分ごと500円

　 　　8畳間 2時間あたり  2,500円 30分ごと600円

　　  24畳間 2時間あたり  5,000円 30分ごと1,200円

　  　48畳間 2時間あたり 10,000円 30分ごと2,500円

  備考
　　1 24畳間の利用人数は、20人以上を原則と
　　 する。
　　2 48畳間の利用人数は、30人以上を原則と
　　 する。
　　3  カラオケルームを予約する場合は、1人
　　 100円とする。

【ふるさと館使用料】 2-4523 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
使用区分 使用料 　

（3時間以内につき）
　　集会室 3,150円 　冷暖房は実費とする。
　　和室 3,150円 　　　　〃
　　調理室 1,050円 　燃料代は実費とする。
　　備品 　種類、数量に応じてその都度決定する。

　○　集会室、和室の冷暖房は実費とする。和室
　　の一部を使用する場合は、使用部分に応じた
　　額とする。
　備考
　　1　3時間を超えて使用する場合は、1時間ごと
　　　に別に定める追加料金を徴収する。ただし、
　　　1日の使用料の総額は、定額の3倍を超え
　　　ない額とする。
　　2　本町に住所又は事務所を有しない者が使用
　　　する場合は、前号により算出した額の倍額と
　　　する。
　　3　この表に掲げる室以外の部分を使用する場
　　　合の使用料は、町長が別に定める。

【ふるさと館宿泊使用料】 2-4523 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
使用区分 使用料

（1人1泊につき）
　　大人 2,850円 　冷暖房は実費とする。
　　 小学校児童 2,540円 　　　　〃
　　幼児 無料 　　　　〃
　○　宿泊時間は、午後4時から翌日の午前9時  
　　までとする。  
　○　幼児が別途寝具を使用する場合は、小学  
　　児童の半額を徴収する。  

調整の具体的内容

利用区分

東和町 橘町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

大島町

　　２４　各種事務事業の取扱い

久賀町

摘　　要

関係項目協議事項

摘　　要

調整の内容

分　　類



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
【やしろ郷ふれあいの里施設使用料】 7112 / 7151 【東和町自然休養村管理センター使用料】 5053・31 【橘町ウインドパーク使用料】 11266 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

区分 料金 区分 金額
　　フィッシングビレッジやしろ郷 竿1本1時間 2,000円以下 　　研修室 昼間 1時間につき 　　100円 昼間 夜間
　　自光寺ピッコロランド（入場料） 大人   700円以下 夜間 1時間につき 　　150円 　　和室 　1人1泊につき 2,400円 2,400円

中学生以下  400円以下 　　第1休憩室 昼間 1時間につき 　　310円 　　合宿室 　1人1泊につき 2,400円 2,400円
夜間 1時間につき 　　420円 　　研修室 　1時間当たり 200円 300円

使用区分 　　第2休憩室 昼間 1時間につき 　　310円 　　アリーナ 　1時間当たり 1,000円 1,240円
昼 夜 昼夜連続 夜間 1時間につき 　　420円 　　シャワー 　1回につき

　　レイクハウス
    やしろ 510円 510円 1,020円 　　食堂 昼間 1時間につき 　　 50円

　　ハング
    ライダー施設 　1人1日につき

　　レイクステージ
    オプモット 2,040円 2,040円 4,080円 夜間 1時間につき 　　100円

　多目的グランド

　 （体育関係使用）
　1時間につき

　　厨房施設（調理室） 1時間につき     210円
  多目的グランド

　 （上記以外使用）
　1時間につき

　　宿泊 1人1泊につき 大人     2,620円
　   その他の
     設備及び備品 　種類、数量等に応じ、その都度決定する。

小学校児童     1,360円
　付記
　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間 　　1　冷暖房を利用する場合は、1時間当たり100円 　○和室、合宿室の冷暖房施設を使用した場合は、
　　　は午後5時から午後10時までとする。 　　　を加算する。ただし、ステージを除く。 　  1人1泊につき200円の加算使用料を徴収する。
　　2　営利、営業、宣伝等目的として、又は入場 　　2　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午後6 　○研修室の冷暖房施設を使用した場合は、1時
　　 料その他これに類するものを徴収して使用す 　　　時30分から午前6時まで。10月1日より3月31日 　  間当たり100円の加算使用料を徴収する。
　　 る場合の使用金額は、上記の当該使用料金 　　　までは、午後5時30分から午前6時30分までと
　　 額の10割に相当する額を加算した金額とする。 　　　する。 　備考
    3　町外居住者が使用する場合の使用料金は、 　　3　1時間未満の端数がある場合は切り上げるも 　　1　昼間とは、午前8時30分から午後5時まで、
     上記の当該使用料金額の5割に相当する金 　　　　のとする。 　　 又は夜間とは、午後5時から午後10時まで
     額を加算した金額とする。 　　4　宿泊とは、午後4時から午前10時までとする。 　　 とする。
    4　電気、ガス、水道の使用料は、実情に応じ 　　2　使用時間で1時間未満の端数を生じた場
      実費を徴収することができるものとする。 　　（社）東和ふるさとセンターへ委託、使用料は委託先へ納入 　　 合は、30分未満はこれを切り捨て、30分以

　　 上はこれを1時間とする。（使用時間に変更
　　 が生じた場合も同じ扱いとする。）

【滞在型市民農園ガルテンビィラ大島使用料 6551 【東和町青少年旅行村使用料】　（逗子ケ浜） 3568 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　　　種　　類 区分 金額
　滞在型体験農園 １㎡当たり120円に滞在施設使用料 　　集会室 昼間 1時間につき 　　210円

360,000円を加算した額 夜間 1時間につき 　　310円
　共同農園 使用の有無にかかわらず1,200円

　　野営場 午前9時～午後6時  1人1泊につき 　　310円
　備考 　　駐車場 午前0時～午後12時 単車 　　200円
　　1　第6条ただし書きの場合の使用料は、使用開 軽四及び普通車 　　500円
　　 始日の属する月から月割計算によって算定した （1日または1回） マイクロ   1,300円
　　 額（この額に10円未満の端数があるときは、これ 大型   1,600円
　　 を切り捨てた額）とする。ただし、滞在施設使用
　　 料については、使用開始日の属する月のみ、日 　○昼間は午前9時から午後6時、夜間は午後6時
　　 割り計算によって算定した額（この額に10円未 　　から午後10時
　　 満の端数があるときは、これを切り捨てた額）と
　　 とする。 　　（社）東和ふるさとセンターへ委託、使用料は委託先へ納入

調整の具体的内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町東和町

関係項目

大島町

単位

単位

使用区分

年間使用料

使用料

施設名

全面　490円
半面　300円

単位

1,000円

100円

  単位当たり使用料金

分　　類 久賀町

調整の内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

全面　240円
半面　140円



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
【遊休農地等保全対策市民農園使用料】 6575 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

名称 区画数 単位 使用料
 大島町野菜農園 20 １㎡当たり        80円

　
【海辺の家おつみ使用料】 3632 7 　その他（平成15年度廃止済）

区分 金額
　宿泊
     大人 1人1泊につき 2,310円
     　小学校児童 1人1泊につき 1,260円
　　○宿泊とは、午後4時から午前10時までとする。
　宿泊外施設
　　全室 1時間につき  730円
　　研修室 1時間につき  210円
　　厨房 1時間につき  310円
　　食堂 1時間につき  210円
　　1　暖房を利用する場合は、1時間当たり100円
　　　を加算する。ただし、宿泊は除く。
　　2　1時間未満の端数がある場合は、切り上げる。
　　（社）東和ふるさとセンターへ委託、使用料は委託先へ納入

【東和町陸奥野営場使用料】 3658 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
区分 金額

　野営場 午後4時～午前10時  1人1泊につき 　　310円

　駐車場 午前0時～午後12時 単車 　　200円
軽四及び普通車 　　500円

（1日または1回） マイクロ   1,300円
大型   1,600円

【東和町陸奥記念館入館料】 3659・3 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
単位 金額

　①小中学校の児童生徒 1人につき 210円
　②その他の者 1人につき 420円
　 ①で身障者手帳等の所持者 1人につき 100円
 　②で身障者手帳等の所持者 1人につき 210円

　小中学校の児童生徒の団体
20人以上
1人につき

160円

　その他の団体
20人以上
1人につき

330円

   なぎさ水族館共通
　　　小中学校の児童生徒 1人につき 260円
　　　その他の者 1人につき 570円

　　○　交通会社等が発行する大島フェリー切符
　　　を所持する者は、上記団体及びなぎさ水族
　　　館共通分を除いて、観覧料を2割とする。
　　　　また、旅行業者等観光券（クーポン券）の
　　　割引契約をしたときは、なぎさ水族館共通分
　　　を除いて、観覧料を1割引とする。
　　（社）東和ふるさとセンターへ委託、使用料は委託先へ納入

調整の具体的内容

協議事項 関係項目　　２４　各種事務事業の取扱い

区分

分　　類 大島町久賀町

調整の内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

単位

東和町

単位

橘町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
【東和町なぎさ水族館入館料】 3699・3 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

単位 金額
　①小中学校の児童生徒 1人につき 100円
　②その他の者 1人につき 210円

　小中学校の児童生徒の団体
20人以上
1人につき

 80円

　その他の団体
20人以上
1人につき

160円

   陸奥記念館共通
　　　小中学校の児童生徒 1人につき 260円
　　　その他の者 1人につき 570円

　　（社）東和ふるさとセンターへ委託、使用料は委託先へ納入

【久賀町農業者健康管理センター使用料】 2-3905 【大島町（蒲野・沖浦）農村環境改善センター使用料】 6772 【油田農村環境改善センター使用料】 4557（2912） 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
 （教委会担当） 使用区分 使用区分

　　　昼 　　　夜 　昼夜連続 　　　昼 　　　夜 　
　　 多目的ホール 940円 1,260円 2,200円 　　 多目的ホール 520円 730円

　健康相談室 310円 510円 630円 　　教養娯楽室 630円 780円 1,410円 　　 ステージ 210円 310円
　多目的ホール 1,560円 2,100円 2,610円 　　生活実習室 630円 780円 1,410円 　　 農事研究室 210円 310円

　　農事研修室 630円 780円 1,410円 　　 生活改善室 310円 420円
　　健康管理室 310円 470円 780円  　　調理実習室 420円 520円
　　シャワー室 310円 470円 780円

　　○健康相談室は、冷暖房使用1時間50円増し。 　○　冷暖房料金は使用料の5割。
　　○多目的ホールは、半面使用の場合は半額。 　○　昼間は午前9時から午後5時まで、夜間は午後
　備考 　　5時から午後１０時までを原則とする。
    1　備品等を使用する場合は、種類、数量に 　付記 　付記
     応じ、その都度決定する。 　　1　営利、営業、宣伝等を目的とし、又は入場料そ 　　1　冷暖房を使用する場合は、1時間当たり210円
　　2　入場者より会費又は入場料その他これに 　　　の他これに類するものを徴収して使用する場合 　　　(多目的ホールにあっては520円)を加算する。
　　 類する金額を徴収する場合の使用料は、定 　　　の使用金額は、上記の当該使用料金額の10割 　　　　ただし、ステージを除く。
　　 額の3倍以内とする。 　　　に相当する額を加算した金額とする。 　　2　厨房施設を使用する場合は、1時間当たり
    3　使用者が町外居住者の場合は、使用料定 　　2　町外居住者が使用するときの基本料金は、当 　　　310円を加算する。
   　 額の2倍以内とする。 　　　該基本料金の5割を加算した金額とする。 　　3　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午後6

　　3　電気、ガス、水道の使用料は実情に応じ実費 　　　時30分から午前6時まで、10月1日より3月31日
　　　を徴収することができる。 　　　までは、午後5時30分から午前6時30分までと

　　　する。
　　4　1時間未満の端数がある場合は切り上げるも
　　　　のとする。
　　5　町民以外の者が使用する場合の使用料の金
 　 　額は、上記の使用料の金額(上記1及び2の加
 　　 算額を含む。)の100分の50に相当する金額を
　　  加算する。

区分

調整の内容

分　　類 久賀町 調整の具体的内容

区分

 自　正午
 至  午後5時

自　午後 5時
至  午後10時

使用料
自　午前9時
至  正午

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

大島町 東和町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

使用料（１時間につき）



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
【白木多目的共同利用施設使用料】 4563（2912） 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
使用区分

　　　昼 　　　夜 　
　　 多目的ホール 520円 730円
　　 ステージ 210円 310円
　　 農事研究室 210円 310円
　　 生活改善室 310円 420円
 　　調理実習室 420円 520円
　付記
　　1　冷暖房を使用する場合は、1時間当たり210円
　　　(多目的ホールにあっては520円)を加算する。
　　　　ただし、ステージを除く。
　　2　厨房施設を使用する場合は、1時間当たり
　　　310円を加算する。
　　3　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午
　　　後6時30分から午前6時まで、10月1日より3
　　　月31日までは、午後5時30分から午前6時30
　　　分までとする。
　　4　1時間未満の端数がある場合は切り上げる
　　　　ものとする。
　　5　町民以外の者が使用する場合の使用料の
 　　 金額は、上記の使用料の金額(上記1及び2
 　　 の加算額を含む。)の100分の50に相当する
　　  金額を加算する。

【産地形成促進施設使用料】（加工場） 4574（2912） 【橘町農産物加工センター使用料】　 10354 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

使用区分 使用区分 単位
 単位当たり

　使用料金 備考
　　　昼 　　　夜 　　研修室 　1時間当たり 200円

   体験実習室 310円 420円 　　加工室 　1時間当たり 300円
缶詰以外で
使用する場合

　 交流加工室 420円 520円  　 缶詰1個当たり 15円 缶詰をつくる場合

   1　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午後6 　○冷暖房施設を使用する場合は、1時間当たり
    時30分から午前6時まで10月1日より3月31日ま 　 100円の加算使用料を徴収する。
    では、午後5時30分から午前6時30分までとする。
   2　1時間未満の端数がある場合は切り上げるも
    のとする。
   3　町民以外の者が使用する場合の使用料の金
    額は、上記の使用料の金額(上記1及び2の加算
    額を含む。)の100分の50に相当する金額を加算
    する。

 【しらき野活センター】（教委会担当） 3652（2912） 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
 使用区分
 　体育館 420円  
 　厨房 310円  
 

　　1　1時間未満の端数がある場合は切り上げるも
　　　のとする。
　

分　　類

調整の内容

協議事項

調整の具体的内容

　　２４　各種事務事業の取扱い

久賀町 大島町 東和町

関係項目

使用料（１時間につき）

使用料（１時間につき）

橘町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

使用料（１時間につき）



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
【農村公園】 3657 　 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　小泊農村公園
　　白木農村公園
　　内入農村公園

使用区分
　 　広場 無料  
　 　遊具施設 無料
　 　休憩所 無料
　 　便所 無料
　 　 その他施設 無料

【農村交流伝承館使用料】（服部屋敷） 4569（2912） 【橘町立ふれあいセンター使用料】 10323 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　（教委会担当） 使用区分 単位
 単位当たり

　使用料金 備考
使用区分 　　研修室 　1時間当たり 200円

　　　昼 　　　夜 　　加工室 　1時間当たり 300円
缶詰以外で
使用する場合

   ふるさと研修室 210円 310円  　 缶詰1個当たり 15円 缶詰をつくる場合

　教養文化室 210円 310円 　　視聴覚備品  　1回の使用につき 200円
　  郷土資料閲覧室 210円 310円

　○研修室につきストーブ又は扇風機を使用する
　　1　厨房を使用する場合は、1時間当たり100円を 　場合は、1回につき1個100円の加算使用料を徴
　　　加算する。 　収する。

 　　2　厨房施設を使用する場合は、1時間当たり
 　　　210円を加算する。

　　3　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午後
 　　　6時30分から午前6時まで、10月1日より3月31　
 　　　日までは、午後5時30分から午前6時30分まで
　 　　　とする。

　　4　1時間未満の端数がある場合は切り上げるも
　　　のとする。
　　5　町民以外の者が使用する場合の使用料の額
　　　は、上記の金額(上記1及び2の加算額を含む。）
　　　の100分の50に相当する金額を加算する。

【農林水産物直売所】 5071 【農水産物直売所　竜崎ほのぼの市場】 10364 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
使用区分 使用区分

　　厨房及び休憩所 126,000円の範囲内 　　市場 　　　無料
　　　（竜崎ほのぼの市場運営協議会により自主運営）

大島町 橘町

調整の内容

分　　類 久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

調整の具体的内容

　　　　　　　　　利用料

使用料（１時間につき）

　　　　　　　　　年間利用料

東和町

　　　　使用料

　　１８　使用料・手数料等の取扱い



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
 【東和町総合交流ターミナル（道の駅）使用料】 4659  1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

区分 金額
　　会議室 昼間 1時間につき 　　210円

夜間 1時間につき 　　310円
　　1　冷暖房を使用する場合は、1時間当たり
　　　210円を加算する。
　　2　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午
　　　後6時30分から午前6時まで、10月1日より3
　　　月31日までは、午後5時30分から午前6時
　　　までとする。
　　3　1時間未満の端数がある場合は切り上げる
　　　　ものとする。
　　4　町民以外の者が使用する場合の使用料の
 　　 金額は、上記の利用料金(上記1の加算額を
 　　 を含む。)の100分の50に相当する金額を加
 　　 算する。

区分 金額
　　売店 500円以下
　　移動販売 500円以下
　備考
   　売店、移動販売において、特別な設備をする
   ために電気、水道等を　消費する場合は、その
   実費に相当する額を徴収する。

【農水産物等集出荷施設使用料】 10361 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
  単位   　金　額

 　　土居農水産物等集出荷施設 　60分につき 200円
 　　樽見農水産物等集出荷施設 　60分につき 200円
 　　江ノ浦農水産物等集出荷施設　60分につき 200円
 　備考
    　60分未満の端数がある場合は、切り上げる

    ものとする。

 【漁具保全倉庫使用料】 ― 【漁具保全倉庫使用料】 10894 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
室数 使用区分 室数 単位（外税）   　金　額

　下田 10 　　原 4 1室1年間につき 5,000円
　下田（江尻） 5 　　原東 5 1室1年間につき 10,000円
 　　古城東 22 1室1年間につき 6,000円
 　（東和町漁協は、漁家に無償貸与 　　古城西 8 1室1年間につき 6,000円

    漁家は、倉庫は無償、土地は県 　　和古東 4 1室1年間につき 10,000円
    土木に使用料を支払い） 　　和古中 4 1室1年間につき 10,000円

　　和古西 17 1室1年間につき 5,000円
 　　西浦東 7 1室1年間につき 5,000円
 　　西浦中 4 1室1年間につき 10,000円
 　　西浦西 10 1室1年間につき 10,000円
 　　三ツ松東 15 1室1年間につき 10,000円
 　　三ツ松西 9 1室1年間につき 10,000円
 　　秋 8 1室1年間につき 10,000円
 　　日前 30 1室1年間につき 6,000円
 　　樽見 30 1室1年間につき 10,000円
 　　江ノ浦 26 1室1年間につき 10,000円

分　　類

調整の内容

使用区分

協議事項 　　１８　使用料・手数料等の取扱い関係項目

　1日１平方メートルにつき
　販売人1人１日につき

東和町漁協に一括無償貸与　　

東和町漁協に一括無償貸与　　

金　　　額

久賀町

　　２４　各種事務事業の取扱い

単位

単位

調整の具体的内容橘町大島町 東和町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会  
  【町立農事集会所使用料】 10351 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりし、
  　　安高地区農事集会所 随時調整をする。
  　　正分地区農事集会所
  　　鹿家地区農事集会所
  
  使用区分

 　 　集会所 無料  
  
  

【屋代共同作業所使用料】 1351   1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
位置 年額賃貸料  

東屋代 925,000円  
 

　　　○一括して、詩仙堂（岩国市）に賃貸。  
 
 
 
 

【大島地域水産加工団地使用料】 1371  1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　（水産物付加価値向上施設）

位置 年額賃貸料  
東三蒲 4,130,000円  
東三蒲 当分の間無料  

 
　　　○加算料として、当該施設の固定資産税  
　　　相当額の25％  
　　　○維持管理を大島地域水産加工協同組合  
　　　委託することができる。  

 
 
 
 

 

 

 

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

　　　　使用料

関係項目

東和町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

　名称

　　　排水処理施設

大島町

　　　屋代共同作業所

　　　名称

久賀町

調整の内容

分　　類

　　　原料製品保管施設

調整の具体的内容



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

建設専門部会  
【道路占用料】 2-5051 【道路占用料】 7251 【道路占用料】 2922 【道路占用料】 6836 2 ○橘町の例により調整する。
　　・法第32条第１項第１号に掲げる工作物 　　・法第32条第１項第１号に掲げる工作物 　　・法第32条第１項第１号に掲げる工作物 　　・法第32条第１項第１号に掲げる工作物

単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料
１本につき１年 770円 １本につき１年 770円 １本につき１年 770円 １本につき１年 770円
１本につき１年 690円 １本につき１年 690円 １本につき１年 690円 １本につき１年 690円

  その他の柱類 １本につき１年   53円   その他の柱類 １本につき１年   53円   その他の柱類 １本につき１年   53円   その他の柱類 １本につき１年   53円
長さ１メートル
につき１年    7円

長さ１メートル
につき１年    7円

長さ１メートル
につき１年    7円

長さ１メートル
につき１年    7円

長さ１メートル
につき１年    4円

長さ１メートル
につき１年    4円

長さ１メートル
につき１年    4円

長さ１メートル
につき１年    4円

  路上に設ける変圧器 １個につき１年 520円   路上に設ける変圧器 １個につき１年 520円   路上に設ける変圧器 １個につき１年 520円   路上に設ける変圧器 １個につき１年 520円

  地下に設ける変圧器 １㎡につき１年 360円   地下に設ける変圧器
占用面積
1㎡につき1年 360円   地下に設ける変圧器

占用面積
1㎡につき1年 360円   地下に設ける変圧器

占用面積
1㎡につき1年 360円

１個につき１年 1,100円 １個につき１年 1,100円 １個につき１年 1,100円 １個につき１年 1,100円
  郵便差出箱 １個につき１年   450円         郵便差出箱 １個につき１年   450円

  広告塔 １㎡につき１年 1,100円   公告塔
表示面積
1㎡につき1年 1,100円   広告塔

表示面積
1㎡につき1年 1,100円   広告塔

表示面積
1㎡につき1年 1,100円

  その他のもの １㎡につき１年 1,100円   その他のもの
占用面積
1㎡につき1年 1,100円   その他のもの

占用面積
1㎡につき1年 1,100円   その他のもの

占用面積
1㎡につき1年 1,100円

　　・法第32条第１項第２号に掲げる物件 　　・法第32条第１項第２号に掲げる物件 　　・法第32条第１項第２号に掲げる物件 　　・法第32条第１項第２号に掲げる物件
単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料

１ｍにつき１年   36円 長さ１mにつき１年   36円 長さ１mにつき１年   36円 １ｍにつき１年   36円
１ｍにつき１年   53円 長さ１mにつき１年   53円 長さ１mにつき１年   53円 １ｍにつき１年   53円
１ｍにつき１年   71円 長さ１mにつき１年   71円 長さ１mにつき１年   71円 １ｍにつき１年   71円
１ｍにつき１年 140円 長さ１mにつき１年 140円 長さ１mにつき１年 140円 １ｍにつき１年 140円
１ｍにつき１年 360円 長さ１mにつき１年 360円 長さ１mにつき１年 360円 １ｍにつき１年 360円
１ｍにつき１年 710円 長さ１mにつき１年 710円 長さ１mにつき１年 710円 １ｍにつき１年 710円
        

 　 ・道路法施行令（昭和27年政令第479号。この表に  　 ・道路法施行令（昭和27年政令第479号。この表に  　 ・道路法施行令（昭和27年政令第479号。この表に  　 ・道路法施行令（昭和27年政令第479号。この表に
 　　おいて「令」という。）第７条第１号に掲げる物件  　　おいて「令」という。）第７条第１号に掲げる物件  　　おいて「令」という。）第７条第１号に掲げる物件  　　おいて「令」という。）第７条第１号に掲げる物件

単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料
１㎡につき１年

1,100円
表示面積
1㎡につき1年 1,100円

表示面積
1㎡につき1年 1,100円

表示面積
1㎡につき1年 1,100円

　 標識 １本につき１年   850円 　　標識 １本につき１年   850円 　　標識 １本につき１年   850円 　　標識 １本につき１年   850円
　　旗ざお １本につき１月   110円 　　旗ざお １本につき１月   110円 　　旗ざお １本につき１月   110円

その面積
1㎡につき1月   110円

その面積
1㎡につき1月   110円

その面積
1㎡につき1月   110円

 　アーチ １基につき１月 1,100円 　　アーチ １基につき１月 1,100円 　　アーチ １基につき１月 1,100円 　　アーチ １基につき１月 1,100円

　　　・令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号 　　　・令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号 　　　・令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号 　　　・令第７条第２号に掲げる工事用施設及び同条第３号

　　　　に掲げる工事用材料 　　　　に掲げる工事用材料 　　　　に掲げる工事用材料 　　　　に掲げる工事用材料

単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料 単位 占用料
１㎡につき１月

  110円
占用面積
1㎡につき1月   110円

１㎡につき１月
  110円

１㎡につき１月
  110円

　

区分

　　外径が1ｍ以上のもの

区分

　　 看板（アーチであるものを除く。）

協議事項

分　　類 大島町久賀町

　　外径が1ｍ以上のもの

　　外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの

　　外径が0.2ｍ以上0.4ｍ未満のもの

    変圧塔その他これに類するもの

  共架電線
  その他上空に設ける線類
  地下電線
  その他地下に設ける線類

区分
　電柱(支柱及び支線柱を含む)

  電話柱(支柱及び支線柱を含

  地下電線
  その他地下に設ける線

区分

　　 看板（アーチであるものを除く。）

　　幕（令第7条第2号に掲げる
　 　　　工事用施設であるものを除
く。）

　　幕（令第7条第2号に掲げる
　 　　　工事用施設であるものを除
く。）

  電話柱(支柱及び支線柱を

　　外径が0.2ｍ以上0.4ｍ未満のもの

    変圧塔その他これに類するもの
    及び公衆電話所

区分

　　外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの

　　外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの

　　外径が0.1ｍ未満のもの

橘町

　　外径が0.2ｍ以上0.4ｍ未満のもの

　　外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの

    変圧塔その他これに類するもの
    及び公衆電話所

　電柱(支柱及び支線柱を含

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

  電話柱(支柱及び支線柱を含

区分区分
　電柱(支柱及び支線柱を含

区分

  共架電線
  その他上空に設ける線

　　 看板（アーチであるものを除く。）

　　外径が0.4ｍ以上1ｍ未満のもの

区分

　　外径が0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの

　　外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの　　外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの

　　外径が0.1ｍ未満のもの

　　外径が0.4ｍ以上1ｍ未満のもの

　　外径が0.2ｍ以上0.4ｍ未満のもの

　　２４　各種事務事業の取扱い

区分

　上記施設及び材料

　電柱(支柱及び支線柱を含

関係項目

東和町

　　幕（令第7条第2号に掲げる
　 　　　工事用施設であるものを除
く。）

区分 区分

　　外径が1ｍ以上のもの

区分

　上記施設及び材料

区分

　　外径が1ｍ以上のもの

　　外径が0.4ｍ以上1ｍ未満のもの

 地下電線
  その他地下に設ける線

  電話柱(支柱及び支線柱を

 共架電線
  その他上空に設ける線
 地下電線
  その他地下に設ける線

    変圧塔その他これに類するもの

区分
　　外径が0.1ｍ未満のもの

　　外径が0.4ｍ以上1ｍ未満のもの

 共架電線
  その他上空に設ける線

区分
　　外径が0.1ｍ未満のもの

　　外径が0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの

　上記施設及び材料

調整の具体的内容

　上記施設及び材料

　　 看板（アーチであるものを除く。）

調整の内容



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

建設専門部会  
　備考    
　　1　電柱とは、電線を支持するものをいうもの
　　　ものとする。（当該電柱に設置される変圧器
　　　を含む。）
　　2　電話柱とは、電話その他の通信又は放送
　　　の用に供する電線を支持する柱をいい、電
　　　柱であるものを除く。 　備考 　備考 　備考
　　3　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する 　　1　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する 　　1　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する 　　1　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する
　　　者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置 　　　者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す 　　　者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す 　　　者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す
　　　する電線をいうものとする。 　　　る電線をいうものとする。 　　　る電線をいうものとする。 　　　る電線をいうものとする。
　　4　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部 　　2　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分 　　2　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分 　　2　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分
　　　分の面積をいうものとする。 　　　の面積をいうものとする。 　　　の面積をいうものとする。 　　　の面積をいうものとする。
　　5　表示面積、占用面積若しくは占用物件の面 　　3　表示面積、占用面積若しくは占用物件の面 　　3　表示面積、占用面積若しくは占用物件の面 　　3　表示面積、占用面積若しくは占用物件の面
　　　積若しくは長さが、1㎡若しくは1ｍ未満であ 　　　積若しくは長さが、1㎡若しくは1ｍ未満である 　　　積若しくは長さが、1㎡若しくは1ｍ未満である 　　　積若しくは長さが、1㎡若しくは1ｍ未満である
　　　るとき、又はこれらの面積若しくは長さに1㎡ 　　　とき、又はこれらの面積若しくは長さに1㎡若 　　　とき、又はこれらの面積若しくは長さに1㎡若し 　　　とき、又はこれらの面積若しくは長さに1㎡若し
　　　若しくは1ｍ未満の端数があるときは、1㎡若 　　　しくは1ｍ未満の端数があるときは、1㎡若しく 　　　くは1ｍ未満の端数があるときは、1㎡若しくは 　　　くは1ｍ未満の端数があるときは、1㎡若しくは
　　　しくは1ｍとして計算するものとする。 　　　は1ｍとして計算するものとする。 　　　1ｍとして計算するものとする。 　　　1ｍとして計算するものとする。
　　6　占用料の額が年額で定められている占用 　　4　占用料の額が年額で定められている占用 　　4　占用料の額が年額で定められている占用物 　　4　占用料の額が年額で定められている占用
　　　物件に係る占用の期間に1年未満であると 　　　物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、 　　　件に係る占用の期間が1年未満であるとき、 　　　物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、
　　　き、又はその期間に1年未満の端数がある 　　　又はその期間に1年未満の端数があるときは 　　　又はその期間に1年未満の端数があるときは 　　　又はその期間に1年未満の端数があるときは
　　　ときは月割をもって計算し、なお、1月未満の 　　　月割をもって計算し、なお、1月未満の端数が 　　　月割をもって計算し、なお、1月未満の端数が 　　　月割をもって計算し、なお、1月未満の端数が
　　　端数があるときは1月として計算し、占用料の 　　　あるときは1月として計算し、占用料の額が月 　　　あるときは1月として計算し、占用料の額が月 　　　あるときは1月として計算し、占用料の額が月
　　　額が月額で定められている占用物件に係る 　　　額で定められている占用物件に係る占用の 　　　額で定められている占用物件に係る占用の 　　　額で定められている占用物件に係る占用の
　　　占用の期間が１月未満であるとき、又はその 　　　期間が１月未満であるとき、又はその期間に 　　　期間が１月未満であるとき、又はその期間に 　　　期間が１月未満であるとき、又はその期間に
　　　期間に1月未満の端数があるときは1月とし 　　　1月未満の端数があるときは1月として計算す 　　　1月未満の端数があるときは1月として計算す 　　　があるときは1月として計算するものとする。
　　　て計算するものとする。 　　　るものとする。 　　　るものとする。 

 
 
 

【浮桟橋使用料】（建設課担当） 2-5571  6 　廃止の方向で検討する。
　　久賀漁協組合前浮桟橋
　　回漕店前浮桟橋  

使用区分
　浮桟橋　 　　　無料

　　２４　各種事務事業の取扱い協議事項

分　　類 久賀町

調整の内容

　　　　　　　　　使用料

調整の具体的内容東和町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い関係項目

大島町 橘町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

建設専門部会
【漁港施設使用料・占用料】 2-5533 【漁港施設使用料・占用料】 7407 【漁港施設使用料・占用料】 4664 【漁港施設使用料・占用料】 10853 2 ○大島町の例を基本に調整する。
○使用料 ○使用料 ○使用料 　 ○使用料 　
　　・野積場、漁具干場その他の公共用地 　　・野積場、漁具干場その他の公共用地 　　・物揚場、漁具干場・その他の公共用地 　　・野積場、漁具干場・その他の公共用地

単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額
　　　　漁業者が漁業利用する場合 1㎡24時間につき  １円 　　　　漁業者が漁業利用する場合 1㎡24時間につき  １円 　　　　漁業者が漁業利用する場1㎡24時間につき  １円 　　　　漁業者が漁業利用する場合1㎡24時間につき  97銭

　　　　その他の場合 1㎡24時間につき 50円の範囲内 　　　　その他の場合 1㎡24時間につき 50円の範囲内 　　　　その他の場合 1㎡24時間につき 50円の範囲内 　　　　その他の場合 1㎡24時間につき

48円60銭
の範囲内

　　・岸壁及び物揚場 　　・外郭施設及び係留施設 　　・岸壁及び物揚場 　　・岸壁及び物揚場
　　　　長期利用 　　　　長期利用 　　　　長期利用 　　　　長期利用

単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額
　１トン未満の船舶 1年につき 100円 　１トン未満の船舶 1年 100円 　１トン未満の船舟 1年につき 100円 　 　 　
　１トン以上５トン未満の船舶 1年につき 200円 　１トン以上５トン未満の船舶 1年 210円 　１トン以上５トン未満の船舟 1年につき 210円 　１トン以上５トン未満の船舟 1年につき 195円
　5トン以上10トン未満の船舶 1年につき 250円 　5トン以上10トン未満の船舶 1年 260円 　5トン以上10トン未満の船舟 1年につき 260円 　5トン以上10トン未満の船舟 1年につき 243円
　１0トン以上20トン未満の船舶 1年につき 300円 　１0トン以上20トン未満の船舶 1年 310円 　１0トン以上20トン未満の船舟 1年につき 310円 　１0トン以上20トン未満の船舟 1年につき 292円
　20トン以上30トン未満の船舶 1年につき 350円 　20トン以上30トン未満の船舶 1年 360円 　20トン以上30トン未満の船舟 1年につき 360円 　20トン以上30トン未満の船舟 1年につき 340円
　30トン以上50トン未満の船舶 1年につき 450円 　30トン以上50トン未満の船舶 1年 470円 　30トン以上50トン未満の船舟 1年につき 470円 　30トン以上50トン未満の船舟 1年につき 437円
　50トン以上70トン未満の船舶 1年につき 610円 　50トン以上70トン未満の船舶 1年 630円 　50トン以上70トン未満の船舟 1年につき 630円 　50トン以上70トン未満の船舟 1年につき 630円
　70トン以上100トン未満の船舶 1年につき 760円 　70トン以上の船舶 1年 780円 　70トン以上船舟 1年につき 780円    
　100トン以上の船舶 1年につき    1,010円      

　　　　短期利用 　　　　短期利用 　　　　短期利用 　　　　短期利用
単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

　１トン以上10トン未満の船舶 24時間につき 10円 　１トン以上10トン未満の船舶 24時間 10円 　１トン以上10トン未満の船舟 24時間につき 10円 　１トン以上10トン未満の船舟 24時間につき 9円80銭
　10トン以上20トン未満の船舶 24時間につき 20円 　10トン以上20トン未満の船舶 24時間 20円 　10トン以上20トン未満の船舟 24時間につき 20円 　10トン以上20トン未満の船舟 24時間につき 19円50銭
　20トン以上30トン未満の船舶 24時間につき 30円 　20トン以上30トン未満の船舶 24時間 30円 　20トン以上30トン未満の船舟 24時間につき 30円 　20トン以上30トン未満の船舟 24時間につき 29円20銭
　30トン以上50トン未満の船舶 24時間につき 50円 　30トン以上50トン未満の船舶 24時間 50円 　30トン以上50トン未満の船舟 24時間につき 50円 　30トン以上50トン未満の船舟 24時間につき 48円60銭
　50トン以上70トン未満の船舶 24時間につき 70円 　50トン以上70トン未満の船舶 24時間 70円 　50トン以上70トン未満の船舟 24時間につき 70円 　 　 　
　70トン以上100トン未満の船舶 24時間につき 100円 　70トン以上の船舶 24時間 100円 　70トン以上の船舟 24時間につき 100円 　 　 　
　100トン以上150トン未満の船舶 24時間につき 150円      　      
　150トン以上200トン未満の船舶 24時間につき 200円    

○占用料 ○占用料 ○占用料 ○占用料
　　・野積場、漁具干場その他の公共用地 　　・野積場漁具干場その他の公共用地 　　・物揚場、漁具干場・その他の公共用地 　　・野積場、その他の公共用地

単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

　　　　漁業者が漁業利用する場合 1㎡1月につき 下記のとおり 　　　　漁業者が漁業利用する場合 1㎡1月につき 下記のとおり 　　　　漁業者が漁業利用する場合 1㎡1月につき 下記のとおり 　　　　漁業者が漁業利用する場合

占用面積
1㎡につき1月 下記のとおり

　　　その他の場合 1㎡1月につき 下記のとおり

　　　電柱 1本1年につき   770円 　　　電柱（支持及び支線柱を含む） 1本につき1年   770円 　　　電柱（支持及び支線柱を含む） 1本につき1年   770円 　　　電柱の設置 1本1年につき   770円

　　　電話柱 1本1年につき   690円 　　　電話柱（支持及び支線柱を含む） 1本につき1年   690円 　　　電話柱（支持及び支線柱を含む）1本につき1年   690円 1本1年につき   690円
　　　その他の柱類 1本1年につき    53円 　　　その他の柱類 1本につき1年    53円 　　　その他の柱類 1本につき1年    53円 　　　その他の柱類の設置 1本1年につき    53円
　　　共架電線等 1ｍにつき1年      7円 　　　共架電線等 1ｍにつき1年      7円 　　　共架電線等 1ｍにつき1年      7円 　　　共架電線等 1ｍ1年につき      7円

　 　 　　　地下電線等 1ｍにつき1年      4円 　　　地下電線等 1ｍにつき1年      4円 　　　その他のものの設置 1ｍ1年につき    43円

　 　　 　 　　　路上に設ける変圧器 1個につき1年   520円 　　　路上に設ける変圧器 1個につき1年   520円
占用面積
1㎡1年につき

1,100円
の範囲内

　 　 　 　　　地下に設ける変圧器
占用面積
1㎡につき1年   360円 　　　地下に設ける変圧器

占用面積
1㎡につき1年   360円 　 　 　

　 　 　 　　　変圧塔等 1個につき1年 1,100円 　　　変圧塔等 1個につき1年 1,100円 　 　 　

　　 　 　 　　　広告塔
表示面積
1㎡につき1年 1,100円 　　　広告塔

占用面積
1㎡につき1年 1,100円 　　 　 　

　（接続地又は付近地の1㎡当たりの価格の1000分の8に相当する額の範囲内）

区分

　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の1000分の8に相当する額）

区分

区分

区分区分

大島町

区分

区分

区分

区分

　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の1000分の8に相当する額）

久賀町

区分

　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の1000分の8に相当する額）

調整の内容

分　　類

区分

　　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の1000分の60に相当する額）

　　　電話柱の設置
　　　　（電柱であるものを除く。）

調整の具体的内容

区分

区分

区分区分

区分

橘町東和町

　　２４　各種事務事業の取扱い

　その他のものの設置

関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い協議事項



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

建設専門部会

　　　その他
占用面積
1㎡につき1年 1,100円 　　　その他のもの

占用面積
1㎡につき1年 1,100円

　　外径が0.1ｍ未満のもの 1ｍにつき1年    36円 　　外径が0.1ｍ未満のもの 1ｍにつき1年    36円
　　　　　0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの 1ｍにつき1年    53円 　　　　　0.1ｍ以上0.15ｍ未満のもの 1ｍにつき1年    53円
　　　　　0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの 1ｍにつき1年    71円 　　　　　0.15ｍ以上0.2ｍ未満のもの 1ｍにつき1年    71円
　　　　　0.2ｍ以上0.4ｍ未満のもの 1ｍにつき1年   140円 　　　　　0.2ｍ以上0.4ｍ未満のもの 1ｍにつき1年   140円

　   　　　　　0.4ｍ以上1ｍ未満のもの 1ｍにつき1年   360円 　　　　　0.4ｍ以上1ｍ未満のもの 1ｍにつき1年   360円 　   
　   　　　　　1ｍ以上のもの 1ｍにつき1年   710円 　　　　　1ｍ以上のもの 1ｍにつき1年   710円 　   

   　　　看板
表示面積
1㎡につき1年 1,100円 　　　看板

表示面積
1㎡につき1年 1,100円    

   　　　標識 1本につき1年   850円 　　　標識 1本につき1年   850円    
    　　　旗さお 1本につき1月   110円 　　　旗ざお 1本につき1月   110円     

   　　　幕
その面積
1㎡につき1月   110円 　　　幕

その面積
1㎡につき1月   110円    

   　　　アーチ 1基につき1月 1,100円 　　　アーチ 1基につき1月 1,100円    

   　　　工事用施設及び工事用材料
占用面積
1㎡につき1年   110円 　　　工事用施設及び材料

占用面積
1㎡につき1年   110円    

　　　地下埋設物の埋設 1ｍ1年につき    32円 　　　地下埋設物の埋設 1ｍ1年につき    30円 　　　地下埋設物の埋設 1ｍ1年につき   31円50銭

　　　地下埋設物の埋設 1㎡1月につき    26円 　　　地下埋設物の埋設
占用面積
1㎡につき1月    25円 　　　地下埋設物の埋設

占用面積
1㎡1月につき   26円25銭

　　・泊地
単位 金額

　　　泊地 1㎡1月につき 下記のとおり

　○消費税は各料金の総金額に各々100分の5を
　　 乗じた金額を加算する。

　備考 　備考 　備考 　備考
　　1　単位未満の端数は、切り捨てる。 　　1　10円単位未満の端数は切り捨てる。 　　1　単位未満の端数は切り上げる。 　　1　単位未満の端数は切り上げる。
　　2　岸壁及び物揚場の使用料の額は、長期利用 　　2　外郭施設及び係留施設の使用料の額は、長 　　2　岸壁及び物揚場の使用料の額は、長期利用 　　2　岸壁及び物揚場の使用料の額は、長期利
　　 の場合の金額により算定した額と短期利用の 　　 期利用の場合の金額により算定した額と短期利 　　 の場合の金額により算定した額と短期利用の 　　 用の場合の金額により算定した額と短期利用
　　 場合の金額により算定した額とのいずれか低 　　 用の場合の金額により算定した額といずれか低 　　 場合の金額により算定した額とのいずれか低い 　　 の場合の金額により算定した額とのいずれか
　　 い額による。 　　 い額による。 　　 額による。 　　 低い額による。
　　3　漁船以外の船舶に係る岸壁及び物揚場の 　　3　漁船以外の船舟に係る外郭施設及び係留施 　　3　漁船以外の船舟にかかる岸壁及び物揚場の 　　3　漁船以外の船舟にかかる岸壁及び物揚場
　　　使用料の額は、表に定める金額の2倍に相 　　　設の使用料の額は、表に定める金額の2倍に 　　　使用料の額は、表に定める金額の2倍に相当 　　　の使用料の額は、表に定める金額の2倍に
　　　当する金額により算定する。 　　　相当する金額により算定する。 　　　する金額により算定する。 　　　相当する金額により算定する。
　　4　接続地及び付近地の1㎡当たりの価格は、占 　　4　接続地又は付近地の1㎡当たりの価格は、占 　　4　接続地又は付近地の1㎡当たりの価格は、占 　　4　接続地又は付近地の1㎡当たりの価格は、
　　　用の許可の申請をする日現在において、地方 　　　用の許可の申請をする日現在において、地方 　　　用の許可の申請をする日現在において、地方 　　　占用の許可の申請をする日現在において、
　　　税法第341条第10項に規定する土地課税台帳 　　　税法第341条第10号に規定する土地課税台帳 　　　税法第341条第10号に規定する土地課税台帳 　　　地方税法第341条第10号に規定する土地課
　　　又は同条第11号に規定する土地補充課税台 　　　に登録されている価格による。 　　　に登録されている価格による。 　　　税台帳又は同条第11号に規定する土地補充
　　　帳に登録されている価格による。 　　5　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する 　　5　占用期間が1月未満である場合における占用 　　　課税台帳に登録されている価格による。

　　　者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す 　　　料の金額は、日割をもって計算した金額に1.05 　　5　占用期間が1月未満である場合における占
　　　る電線をいうものとする。 　　　を乗じて得た金額とする。 　　　用料の金額は、日割りをもって計算した額と
　　6　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分 　　6　共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する 　　　する。
　　　の面積をいうものとする。 　　　者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す 　
　　7　表示面積とは、占用面積若しくは占用物件の 　　　る電線をいうものとする。 　
　　　面積若しくは長さが、1㎡若しくは1ｍ未満であ 　　7　表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分 　
　　　るとき、又はこれらの面積若しくは長さに1㎡若 　　　の面積をいうものとする。 　
　　　しくは1ｍ未満の端数があるときは、1㎡若しくは 　　8　表示面積、占用面積若しくは占用物件の面 　
　　　1ｍとして計算するものとする。 　　　積若しくは長さが、1㎡若しくは1ｍ未満である 　

　　（径30㎝（板状のものにあっては幅50㎝）未満のもの） 　　（径30㎝（板状のものにあっては幅50㎝）未満のもの）

　　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の1000分の2.5に相当する額）

　　（径30㎝（板状のものにあっては幅50㎝）以上のもの）

分　　類 久賀町 橘町大島町 東和町

区分

　　（径30㎝（板状のものにあっては幅50㎝）未満のもの）

関係項目

調整の内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い

調整の具体的内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

　　（径30㎝（板状のものにあっては幅50㎝）未満のもの）

　　（径30㎝（板状のものにあっては幅50㎝）以上のもの）



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

建設専門部会
　　8　占用料の額が年額で定められている占用物 　　　とき、又はこれらの面積若しくは長さに1㎡若し
　　　件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又 　　　くは1ｍ未満の端数があるときは、1㎡若しくは
　　　はその期間に1年未満の端数があるときは月 　　　1ｍとして計算するものとする。 　
　　　割をもって計算し、なお、1月未満の端数があ 　　9　占用料の額が年額で定められている占用物 　
　　　るときは1月として計算するものとする。 　　　件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又 　
　　9　占用の期間が1月未満である場合における占 　　　はその期間に1年未満の端数があるときは月 　
　　  用料の金額は、日割をもって計算した金額に 　　　割をもって計算し、なお、1月未満の端数があ 　
　　  1.05を乗じて得た金額とする。 　　　るときは1月として計算し、占用料の額が月額 　
　 　　　で定められている占用物件に係る占用の期 　

　　　間が1月未満であるとき、又はその期間に1月 　
　　　未満の端数があるときは1月として計算するも 　
　　　のとする。

【海岸占用料・土砂採取料】 2-5602 【海岸占用料・土砂採取料】 7255 【海岸占用料・土砂採取料】 4664 【海岸占用料・土砂採取料】 6828 2 ○久賀町の例により調整する。
○土砂採取料 　 ○土砂採取料 　 ○土砂採取料 　 ○土砂採取料 　

単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額
　　砂利又は砂れき 1ｍ3につき   115円50銭 　　砂利又は砂れき 1ｍ3につき   110円 　　砂利又は砂れき ｍ3  115円50銭 　　土砂 1ｍ3につき    84円
　　砂 1ｍ3につき    94円50銭 　　砂 1ｍ3につき    90円 　　砂 ｍ3   94円50銭 　　砂 1ｍ3につき   94円50銭
　　土砂 1ｍ3につき     84円 　　土砂 1ｍ3につき   84円 　　土砂 ｍ3    84円 　　砂利、くり石又は玉石 1ｍ3につき  115円50銭
　　くり石又は玉石 1ｍ3につき   115円50銭 　　くり石又は玉石 1ｍ3につき   110円 　　栗石又は玉石 ｍ3  115円50銭 　 　 　

　　転石 30ｍ3以下のもの 1個につき    52円50銭 　　転石 30ｍ3以下のもの 1個につき    50円 　　転石 30ｍ3以下のもの 個   52円50銭 　　転石
粒径が0.3ｍ以下
のもの 1個につき   52円50銭

30ｍ3を超え
45ｍ3以下のもの 1個につき     84円

30ｍ3を超え45ｍ3
以下のもの 1個につき    80円

30ｍ3を超え45ｍ3以
下のもの 個    84円

0.45ｍ以下のも
の 1個につき    84円

　
45ｍ3を超える
もの 1個につき   115円50銭 　

45ｍ3を超える
もの 1個につき   110円 　

45ｍ3を超える
もの 個  115円50銭 　

粒径が0.45ｍを
超えるもの 1個につき  115円50銭

　　埋立てに伴うしゅんせつ又は 　　埋立てに伴うしゅんせつ又は 　　埋立てに伴うしゅんせつ又は 　　埋立てに伴うしゅんせつ又は

　　しゅんせつに伴う埋立てのた 1ｍ3につき    26円25銭 　　しゅんせつに伴う埋立てのた 1ｍ3につき   25円 　　しゅんせつに伴う埋立てのた ｍ3   26円25銭 　　しゅんせつに伴う埋立てのた 1ｍ3につき   26円25銭
　　めに採取する土砂等 　　めに採取する土砂等 　　めに採取する土砂等 　　めに採取する土砂等

 ○占用料 　 ○占用料 　 ○占用料 　 ○占用料 　
単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

1㎡1年につき 下記のとおり 1㎡1年につき 下記のとおり ㎡・年 下記のとおり
占用面積
1㎡1年につき 下記のとおり

　○消費税は各料金の総金額に各々100分の5を
　　 乗じた金額を加算する。

　備考 　備考 　備考 　備考
　　1　10円単位未満の端数は切り捨てる。

　　1　接続地又は付近地の1平方メートル当たり 　　2　「接続地又は付近地の平方メートル当たり 　　1　「接続地又は付近地の1㎡当たりの価格」と 　　1　「接続地又は付近地の1平方メートル当たり
　　　の価格は、占用の許可の申請をする日現在 　　　の価格」とは、占用の許可の申請をする日 　　　は、占用の許可の申請書の作成の日におい 　　 の価格」は、占用の許可を申請書の日現在に
　　　において、地方税法第341条第10号に規定す 　　　において、地方税法第341条第10号に規定 　　　て、地方税法第341条第10号に規定する土 　　 おいて、地方税法第341条第10号に規定する
　　　る土地課税台帳又は同条第11号に規定する 　　　する土地課税台帳に登録されている価格を 　　　地課税台帳に登録されている価格をいう。 　　 土地課税台帳又は同条第11号に規定する土
　　　土地補充課税台帳に登録されている価格に 　　　いう。 　　 地補充課税台帳に登録されている価格による。
　　　よる。 　 　
　　2　占用等をすることができる期間が翌年度 　　2　占用をすることができる期間が翌年度以降
　　以降にわたる場合における占用料等の額は、 　　にわたる場合における占用料等の額は、各年
　　毎年度ごとに算定するものとする。 　　度ごとに算定するものとする。

　　２４　各種事務事業の取扱い

区分区分

　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の100分の9に相当する額）

区分

東和町 橘町

（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の100分の9に相当する額）

区分

関係項目

区分

協議事項

調整の内容

久賀町 大島町分　　類

区分

調整の具体的内容

　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の100分の9に相当する額）

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

区分

区分

　（接続地又は付近地の1㎡当りの価格の100分の9に相当する額）



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

　  
　　3　占用面積が1平方メートル未満であるとき、 　　3　占用の面積が1平方メートル未満であるとき 　　2　占用面積が1㎡未満であるとき、または占 　　3　占用面積若しくは土砂の体積が1平方メート
　　　又は占用面積に1平方メートル未満の端数が 　　 は、1平方メートルとして計算する。 　　　用面積に1㎡未満の端数があるときは、1㎡ 　　ル若しくは1立方メートル未満であるとき又は占
　　　あるときは、1平方メートルとして計算するもの 　　　として計算するものとする。 　　用面積若しくは土砂の体積に1平方メートル若し
　　　とする。 　　くは1立方メートル未満の端数があるときは、1平

   
　　4　各年度ごとの占用をすることができる期間が 　　4　占用の期間が1月以上1年未満であるとき 　　3　占用期間が1月以上1年未満であるとき又 　　4　各年度ごとの占用をすることができる期間が
　　1年未満であるときは、月割をもって計算し、 　　　又は占用の期間に1年未満の端数があると 　　　は占用期間に1年未満の端数があるときは、 　　1年未満であるときは、月割をもって計算し、
　　なお、1月未満の端数があるときは、1月として 　　　きは、月割をもって計算し、なお、1月未満の 　　　月割をもって計算し、なお、1月未満の端数 　　なお、1月未満の端数があるときは、1月として
　　計算するものとする。 　　　端数があるときは、1月として計算するもの 　　　があるときは、1月として計算するものとする。 　　計算するものとする。

　　　とする。  

　　5　占用料及び土石の採取料の額は、区分及び 　　5　占用期間が1月未満である場合における占 　　4　占用期間が1月未満である場合における占 　　5　4にかかわらず、占用をすることができる期間
　　占用物件1件ごとに算定し、その額に1円未満 　　用料の金額は、日割をもって計算した金額に 　　用料の金額は、日割をもって計算した金額に 　　が1月未満である場合における占用料の額は、
　　の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨 　　1.05を乗じて得た金額とする。 　　1.05を乗じて得た金額とする。 　　日割をもって計算した額に1.05を乗じて得た額と
    てる。   　　する。

  
 　　6　占用料の額が100円に満たないときは、100円
 　　とする。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係項目協議事項

東和町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町久賀町 大島町分　　類

　　２４　各種事務事業の取扱い

調整の内容

調整の具体的内容



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

建設専門部会
【住宅使用料】 2-5202 【住宅使用料】 （住民課担当） 5123 【住宅使用料】 5101 【住宅使用料】 11779 1 ○町営住宅、一般住宅、改良住宅及び特定
　　町営住宅 月額 　　町営住宅 月額 　　町営住宅 月額 　　町営住宅 月額 公共賃貸住宅については、現行のとおり新町
　　　団地名 種類 戸数 １戸当り使用料 　　　団地名 種類 戸数 １戸当り使用料 　　　団地名 種類 戸数 １戸当り使用料 　　　団地名 種類 戸数 に引き継ぐ。

　　久賀地区 木造2階建 10
11,700円～
62,500円 　　　三蒲地区 木造平屋建 7

    700円～
 7,100円 　　　宮の下 木造平屋建 2

    500円～
  4,300円 　　　庄 木造平屋建 6

  1,000円～
13,100円 　なお、家賃算定方法については、現行の

 簡耐2階建 64
7,400円～
38,200円 木造2階建 14

13,300円～
67,200円 　　　峠の下 木造平屋建 2

    700円～
  4,900円 　　　真宮 木造平屋建 3

   600円～
10,100円

とおりとする。

  　　　　（新開） 中耐3階建 97
 9,200円～
85,700円 　　　　　　　　　（中塚） 簡耐2階建 20

11,900円～
38,700円 　　　西方 簡耐2階建 7

13,400円～
43,300円 　　　西浦 木造平屋建 2

  2,200円～
10,400円

　　椋野地区 木造平屋建 4
10,900円～
43,100円 　　　小松開作地区 木造2階建 8

12,400円～
58,400円 　　　外入 簡耐2階建 7

13,100円～
46,600円 　　　和戸 木造2階建 10

 17,800円～

112,800円

簡耐2階建 56
 6,800円～
31,000円 簡耐2階建 13

10,900円～
30,900円 　　　船越 簡耐2階建 7

14,700円～
46,100円 　　　古城 木造平屋建 4

  2,000円～
  8,600円

　　　　計 231 　　　屋代地区 木造2階建 4
11,600円～
55,300円 　　　平野 木造2階建 6

11,300円～
55,400円 　　　栄　1 簡耐平屋建 8

  5,400円～
  7,500円

簡耐2階建 12
12,800円～
44,800円 　　　伊保田 木造2階建 6

12,700円～
57,400円 　　　栄  2 簡耐2階建 64

  9,300円～
49,200円

　　　　　（新開団地　18戸　17,400円　～　85,700円） 　　　小松地区 木造平屋建 23
  1,000円～
12,800円 　　　　計 37  　　 　日良居 簡耐2階建 19

12,300円～
44,500円

　 　　　　計 100 　　　  おれんじヒルズ 中耐3階建 18
 19,300円～

100,800円
　 2-5326 5257 5122 　　　　計 134 11711
　　特定公共賃貸住宅使用料 月額 　　特定公共賃貸住宅使用料 月額 　　特定公共賃貸住宅使用料 月額 　　特定公共賃貸住宅使用料 月額
　　　団地名 建設年度 戸数 １戸当り使用料 　　　団地名 建設年度 戸数 １戸当り使用料 　　　団地名 建設年度 戸数 １戸当り使用料 　　　団地名 建設年度 戸数

　　新開団地 平成１１年度 6
55,000円～
65,000円 　　　広屋団地 平成7年度 15

40,000円～
60,000円 　　沖家室 平成　６年度 6

30,000円～
40,000円 　　　  おれんじヒルズ 平成　８年度 12

50,000円～
60,000円

　　八幡団地 平成１3年度 4
55,000円～
65,000円 　　　広屋団地 平成7年度 1

45,000円～
65,000円 　　折井 平成　８年度 4

33,000円～
53,000円 　　　　計 12

　　　　　計 10 　　　　　計 16 　　伊保田東 平成１１年度 6
31,000円～
51,000円

　　黒ノ元 平成１２年度 8
34,000円～
56,000円

　　　　計 24
11779

        　　一般住宅 月額
    　　　団地名 種類 戸数 １戸当り使用料

　　　　大泊 木造平屋建 33
     60円～
 6,400円

　　　　庄 木造平屋建 4
    400円～
 6,500円

　　　　古城 木造平屋建 4
10,300円～
70,800円

　　　　栄 簡耐2階建 8
 5,700円～
16,300円

　　　　西浦 木造2階建 6
 5,300円～
31,900円

　　　　計 55
11845

　　改良住宅 月額
　　　団地名 種類 戸数 １戸当り使用料

　　　和戸 簡耐2階建 89
  1,200円～

  1,600円

関係項目

大島町

　　２４　各種事務事業の取扱い

調整の内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い協議事項

久賀町分　　類 調整の具体的内容橘町東和町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  

【教員住宅使用料】　 ― 【教員住宅使用料】　
大島町教員住
宅管理規則 8459 【教員住宅使用料】　

東和町教員住宅
管理規則 3245・2 【教員住宅使用料】　

橘町教員住宅管
理規則 7323 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、

名称及び戸数　 構造
面積及び
建設年度 家賃（月額） 名称及び戸数　 構造

面積及び
建設年度 家賃（月額） 名称及び戸数 構造

面積及び
建設年度 家賃（月額） 名称及び戸数　 構造

面積及び
建設年度 家賃（月額） 随時調整をする。

　中瀬田2戸
　コンクリートブロック
　セメント瓦葺平屋建

57.49㎡
昭和39年 9,300円 　　三蒲　　2戸

コンクリート
ブロック平屋建

65㎡
昭和41年度 7,000円 　　平野14戸 木造2階建

（589.19㎡）
S62・Ｈ2・Ｈ3 15,000円 　日良居　4戸

鉄筋コンクリート
2階建

137.52㎡
平成 7年度 22,000円

　新開　1戸
　コンクリートブロック
　陸屋根平屋建

60.77㎡
昭和46年 10,200円 　　小松　　6戸

コンクリート
ブロック平屋建

68㎡
昭和41年度 7,000円 　　 伊保田　6戸

鉄筋コンクリート造

2階建
（231.68㎡）
平成12年度 15,000円

　浮島　　1戸
　　（校長用） 木造平屋建

70.73㎡
平成 7年度 22,000円

　新開　1戸
　（校長用）

　コンクリートブロック
　陸屋根平屋建

84.78㎡
昭和46年 11,000円 　　出井　　2戸

コンクリート
ブロック平屋建

65㎡
昭和41年度 7,000円 　　情島　3戸 鉄骨造

（378.48㎡）
平成12年度 15,000円

　浮島　　2戸
　　（単身者用） 木造平屋建

44.15㎡
平成11年度 15,000円

　椋野　1戸
　コンクリートブロック
　セメント瓦葺平屋建

昭和39年
度 9,500円 　　小松開作　5戸

鉄筋コンクリート
平屋長屋建

33㎡
昭和61年度 12,000円

　　情島10戸
    （単身者用）

（上記に含む）

平成12年度 9,000円

　○住宅の使用期間が1箇月に満たないときにお 　○情島団地にあっては、1戸に2人入居する場合 　○住宅の使用期間が1ケ月に満たないときにお
　　ける当該月の家賃の額は、その使用期間が 　　は、1人9,000円。 　　ける当該月の家賃は、その使用期間が15日ま
　　15日までは半額、15日を超える場合は全額 　○住宅の使用期間が1箇月に満たないときにお 　　では半額、15日を超える場合は全額とする。
　　とする。 　　ける当該月の家賃は、その使用期間が15日ま

　　では半額、15日を超える場合は全額とする。
 

【警察職員住宅使用料】（企画財政課担 842 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

名称及び戸数　 構造
面積及び
建設年度 家賃（月額） 　    　　（現在、老朽につき使用中止中）

　　小松北　1戸

　（平成6年度解体済）

コンクリートブロ
ックスレート平屋

43.57㎡
昭和49年度

購入 5,500円     

　　小松世並津 2戸
コンクリート
ブロック平屋

92.85㎡
昭和49年度 5,500円

 
【学校施設使用料】 2-830 【学校施設等使用料】 【学校体育施設使用料】 3659（2912） 【学校体育施設使用料】 ― 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、

随時調整をする。

昼間 夜間
冷暖房

1時間につき
昼間

 1回につき
夜間

 1回につき 備考 徴収しない

　久賀小学校講堂   410円   830円  　　学校講堂 1,050円 2,100円 　　油田小中学校   体育館アリーナ　 500円

　久賀中学校講堂 1,050円 1,560円   630円 　　 学校家庭科室   520円 1,050円 　　和田小学校　　　体育館アリーナ 500円
　椋野小学校体育館 1,050円 1,560円 　　学校教室   520円 1,050円 　　森野小学校　　　体育館アリーナ 500円
 教室   200円   410円 　　学校体育館 1,050円 2,100円 　　城山小学校　　　体育館アリーナ 500円
 運動場   310円   310円 　　 保育園遊戯室   520円 1,050円 　　東和中学校　　　体育館アリーナ 500円
 備品 　種類に応じてその都度協議の上決定する。 

　○昼間電力を使用する場合は、別に電力料金を
　付加する。

使用区分

　　２４　各種事務事業の取扱い

　　　　　　　使用料（１回につき）

分　　類

協議事項

4853（8326）

使用区分

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

　　使用区分

使用料

（　　　　）は、総床面積

関係項目

大島町 東和町 調整の具体的内容久賀町

　（15解体予定・中止）

使用料

橘町

調整の内容



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会
【学校給食費】 2-463 【学校給食費】 8329 【学校給食費】 センター運営要綱 3407 【学校給食費】 7569 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
(1)完全給食　 (1)完全給食 (1)完全給食 (1)完全給食 随時調整をする。
　　　週５回 　　　週5回 　　　週5回 　　　週5回　うち米飯3回
(2)調理方式 (2)調理方式 ※食数は14年11月現在 (2)調理方式 (2)調理方式
　共同調理場　ドライ方式 　　共同調理場　ドライ方式 　共同調理場　ウエット方式 　共同調理場　ウェット方式

　
(3)共同調理場 (3)共同調理場 (3)共同調理場 (3)共同調理場
　　建設年度　平成14年4月 　　建設年度　平成15年3月 　　建設年度　昭和46年 　　建設年度　昭和61年1月　（平成9年改修）
　　建物面積　306㎡ 　　建物面積　309㎡ 　　建物面積　336.85㎡ 　　建物面積　242.00㎡
　　建物構造　鉄骨1階 　　建物構造　鉄骨1階 　　建物構造　鉄骨1階 　　建物構造　鉄骨1階
　　敷地面積　1,565㎡ 　　敷地面積　学校敷地内 　　敷地面積　 450.85㎡ 　　敷地面積　 242.00㎡
　　給食能力　350食 　　給食能力　500食 　　給食能力　700食 　　給食能力　400食

(4)給食費 (4)給食費 (4)給食費 (4)給食費
　　小学校　　225円／食 　　小学校　　230円／食 　　小学校　　225円／食 　　小学校　　225円／食
　　中学校　　265円／食 　　中学校　　275円／食 　　中学校　　265円／食 　　中学校　　260円／食

【給食調理員】 【給食調理員】 【給食調理員】 【給食調理員】
   職員　　　　３名    職員　　　　５名     (1)共同調理場　 2名（うち委託職員7名）    (1)共同調理場　 8名（うち臨時7名）
   臨時　　　　３名    臨時　　　　２名        給食運搬車運転　1名（委託）

   (2)浮島小学校　 1名（うち臨時0名）

　  
【生涯学習自主学習講座会場使用料】 【生涯学習自主学習講座会場使用料】 【生涯学習自主学習講座会場使用料】 【生涯学習自主学習講座会場使用料】 4 ○各種講座については、現行のとおり新町に
　　会場使用料は免除 　　会場使用料は免除　等 　　会場使用料は免除　等 　　会場使用料は2分の1の免除 引き継ぐ。
　　冷暖房費のみ徴収　等 　 　 　　冷暖房費のみ徴収　等 　各種講座への支援の内容等については、
　 　 　 新町において調整をする。

　
　［事業の目的］ 　［事業の目的］ 　［事業の目的］ 　［事業の目的］
　　生涯学習の推進 　　生涯学習の推進 　　生涯学習の推進 　　生涯学習の推進

　［概要］ 　［概要］ 　［概要］ 　［概要］
　　開催期間　５月～４月 　　毎年5月から3月までの期間、次の各種講座 　　毎年１年間、次の各種講座を開催している。 　　毎年4月から3月までの期間、次の各種講座

　　を開催している。 　　受講生は、通年での受講を基本としている。 　　を開催している。
　　受講生は通年での受講を基本としている。   　受講生は通年での受講を基本としている。

　　《公民館講座　久賀町民センター》 　　《公民館講座　大島町文化センター》 　　《東和町総合センター　講座》 　　《橘町公民館》
　　・あみもの教室　　　（月２回） 　　・煎茶教室　　　　　 　（月１回） 　　・短歌教室　　　　　（月１回） 　　・センター梨翔会　　（月2回）
　　・英会話教室　　　　（月２回） 　　・茶道教室　　　　　 　（月1回） 　　・俳句教室　　　　　（月１回×３講座） 　　・表千家茶道部　　　（月1回）
　　・俳句教室　　　　 　（月１回） 　　・着付け教室　　　　　（月1回） 　　・書道教室　　　　　（月２回） 　　・詩吟教室　　　　　　（月4回）
　　・押花教室　　　　　 （月１回） 　　・生け花教室　　　　　（月1回） 　　・コーラス教室　　　（月２回） 　　・たちばな青潮短歌会（月1回）
　　・第１歌謡教室　　　（月２回） 　　・フラワーアレンジメント教室（月1回） 　　・大正琴教室　　 　（月１回） 　　・源氏物語を読む会（月2回）
　　・第２歌謡教室　　　（月２回） 　　・和紙ちぎり絵教室　（月1回×2講座） 　　・ヨガ教室　　　　　 （月１回） 　　・平家物語を読む会（月1回）
　　・青年茶道教室　　 （月３回） 　　・書道教室　　　　　　（月2回） 　　・絵画教室　　　　　（月１回） 　　・花のサークル　　　（月2回）
　　・大正琴教室　　　　（月２回） 　　・水墨画教室　　　　  （月1回） 　　・パッチワーク教室（月１回） 　　・コール橘　　　　　　（月2回）
　　・パッチワーク洋裁教室（月２回） 　　・絵画・風景画教室　（月2回×2講座） 　　・親子教室　　　　（隔月１回） 　　・弦楽合奏ポコ・ア・ポコ（月2回）
　　・絵画教室　　　　　（月２回） 　　・陶芸教室　　　　　　（月1回） 　　・押し花教室　　　　（月１回） 　　・演劇教室　　　　　　（月1回）
　　・ウクレレ教室　　　（月２回） 　　・編物教室　　　　　　（月2回×3講座） 　　・大正琴教室　　　 　（月2回）
　　・手話サークル　　 （月４回） 　　・英会話教室　　　 　（月2回） 　　※自主運営 　　・歌謡教室　　　　　 　（毎週）

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町東和町大島町

関係項目

分　　類 久賀町

　　２４　各種事務事業の取扱い

調整の具体的内容

調整の内容

協議事項



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会
　　・社交ダンス教室 　（月４回） 　　・手話教室　　　　　　（月2回） 　　・レザークラフト教室（月１回） 　　・和紙ちぎり絵　　　　（月1回）
　　・和紙ちぎり絵教室（月１回） 　　・民舞教室　　　　　　（月2回×  9講座） 　　・フラダンス教室      （月１回） 　　・ジャングルクラフ　　 （毎週）
　　・ペン習字教室　 　（月２回） 　　・民謡・カラオケ教室（月2回×13講座） 　　・パン教室　　　　　   （月１回） 　　・社交ダンス　　　　　（月2回）
　　・着物着付け教室　（月１回） 　　・ヨーガ教室　　　　　（月2回） 　　・社交ダンスフレッシュ（月1回）
　　・フラダンス教室　  （月２回） 　　・大正琴・筝　　　　　（月2回×  7講座） 　　・橘町フォークダンス（月2回）
　　・詩吟同好会　　  　（月２回） 　　・漢詩教室　　　　 　 （月1回） 　　・橘町フラダンス愛好会（月2回）
　　・囲碁将棋同好会  （月４回） 　　・囲碁・将棋クラブ　 （月1回） 　　・パンを作る会Ｂ班　（月1回）
　　・書道同好会　      （月２回） 　　・パソコン情報交換　（月1回） 　　・パンを作る会Ａ班　（月1回）

　　・俳句・短歌教室　 　（月1回× 4講座） 　　・橘囲碁クラブ　　　　 （毎週）
　　・ペン習字　　　　　 　（月2回）
　　・英会話教室　　　  　（月2回）
　　・山歩きの会　　　　 　（随時）
　　・たちばな写真クラブ（隔月1回）

　　《椋野公民館》 　　《日良居公民館》
　　・子供美術教室　　（月１回） 　　・ヨガサークルひらりの会（月2回）
　　・大正琴教室　　 　（月２回） 　　・日良居民謡教室　　 （毎週）
　　・園芸教室　　　　　（月２回） 　　・民踊教室　　　　　　（月2回）
　　・歌謡教室　　　　　（月２回） 　　・柳美会　　　　　　　 　（毎週）
　　・カラオケ同好会　 （月２回） 　　・日良居大正琴教室（月1回）
　　・詩吟同好会　　 　（月２回） 　　・大正琴教室　　　　　（月1回）

　　・英会話教室　　　　　（月2回）
　　・日良居歌謡教室　　（月2回）
　　・日良居婦人カラオケ愛好会　（月2回）
　　・カラオケ十日会　　　（月1回）
　　・たちばな句会　　　　（月1回）
　　・絵手紙教室　　　　　（月1回）
　　・初心者三味線クラブ （毎週）
　　・フラダンス　プルメリア（月2回）
　　・たのしい中国語教室（月2回）

　　《中央公民館主催》
　　・高齢者学級（年１１回）
　　・乳幼児をもつ親の学級（年６回）

　　《図書館主催》
　　・大きい子、小さい子のお話会（月４回）
　　・一般読書会　　　（月１回）
　　・古典を学ぶ会　  （月１回）

東和町 橘町 調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
【椋野公民館使用料】 2-647 【大島町コミュニティー施設使用料】 827 【東和町公民館使用料】 3531（2912） 【橘町公民館使用料】 7702 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。

　（橘町公民館）

使用区分 使用区分 使用区分 使用区分 単位
 単位当たり

  の使用料
冷暖房施設

 使用料金
　　昼間 　　夜間 　　昼夜 　　　昼間 　　夜間 昼夜連続 　　　昼 　　　夜

　　大会議室  1,050円 1,560円 2,100円 　　大会議室    920円 1,220円 2,140円 　　 第１会議室  60円 100円 　　講堂   1時間当たり 4,000円 2,500円
　　研修室    630円 830円 1,050円 　　小会議室    610円 760円 1,380円 　　 第２会議室  60円 100円 　　舞台   1時間当たり 500円 500円
　　老人娯楽室    630円 830円 1,050円 　　和室    610円 760円 1,380円 　　講座室  70円 100円 　　実験展示室  1時間当たり 300円 300円
　　調理室  310円 510円 630円 　　調理室    610円 760円 1,380円 　　談話室   20円   40円

　　備　品 　　山菜加工室    610円 760円 1,380円  　 備　品  50円  50円 （映写機） 　○夜間及び橘町の休日に使用する場合は、上
　　　記の2割増額

　○冷暖房使用料は、1時間につき310円。 　備考 　備考
　○老人娯楽室は、室の半分を使用する場合は、 　　1　昼間は午前9時から午後5時まで   夜間 　　1　厨房施設を使用する場合は、1時間当たり10 　　1　使用時間は、午前8時30分から午後10時
　上記金額の2分の1の額とする。 　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。 　　　0円を加算する。 　　 までとする（夜間とは、午後5時から午後10
　備考 　　2　酒肴類を供する場合は定額の倍額とする。 　　2　冷暖房を使用する場合は、1時間当たり60円 　　 時までとする。）。
　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間 　　　を加算する。 　　2　使用時間で1時間未満の端数を生じた場
　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。 　　3　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午後 　　 合は、30分未満はこれを切り捨て、30分以
　　2　本町に、住所又は事業所を有しないものが 　　　6時30分から午前6まで、10月1日より3月31日 　　 上はこれを1時間とする。（使用時間に変更
　　　使用する場合は、定額の倍額とする。  　　　日までは、午後5時30分から午前6時30分まで 　　 が生じた場合も同じ扱いとする。）。

　　　とする。　　　 　　3　使用に伴う準備、清掃等に要する時間は、
  4　1時間未満の端数がある場合は切り上げる 　　 使用時間に含むものとする。
    ものとする。 　　4　橘町に住所を有しない者又は橘町に住所

　　 のない団体が使用する場合は、使用料金の
　　 総額の2割額（特別料金）を徴収する。

 　
【前島公民館使用料】 2-1242 【橘町日良居公民館】 7702 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。

午前 午後 夜間 終日
使用区分 8時30分～12時 12時～17時 17時～22時 8時30分～17時

　前島公民館　 　　　無料 　大会議室 500円 600円 800円 1,000円
　会議室 300円 400円 500円 600円
　研修室 200円 300円 400円 500円
　生活実習室 150円 150円 200円 300円
　浴室 100円 100円 150円 250円
　３階講堂 1,500円 2,000円 3,000円 3,500円
　備品 　　　種類、数量に応じ、その都度決定する。  

　備考
　　1　備品については、借用書を提出すること。
　　 ただし、公民館内における移動については、
　　 料金を要しない。
　　2　冷暖房を使用する場合は、午前、午後及
　　　び夜間は、それぞれ1,000円、終日は1,500
　　　円を増額する。
　　3　水道、ガス、バーナーを使用する場合は、
　　　使用料の10分の1を増徴する。
　　4　入場料又はこれに類するものを徴する場
　　 　合の使用料は、定額の倍額とする。

使用料

　　　　　　　　　利用料

　　２４　各種事務事業の取扱い協議事項 関係項目

　種類、数量に応じてその都度使用料を決定する。 

区分

使用料（１時間につき）

久賀町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

　　　　（屋代山泉・神領・小松）　　（企画財政課担当）

使用料

調整の内容

分　　類 大島町 調整の具体的内容東和町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
　　5　映写機を使用する場合は、1時間に50円を
　　 　増徴する。
　　6　ストーブ又は扇風機を使用する場合は、
　　 　1回につき1個100円を増徴する。

【大島町公民館分館使用料】 7702 【橘町日良居公民館油良分館使用料】 7702 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

使用区分  　　 使用料 使用区分 単位  　　 使用料
　冷房

 　使用料金

　三蒲分館 無料 　研修室   1時間当たり 100円 100円
　沖浦分館 無料 　集会室   1時間当たり 100円 100円

　パソコン教室   1時間当たり 100円 100円
　　○　IT講習会等のため学校に設置 　ふれあいホール   1時間当たり 100円 100円

　備考
　　1　使用時間は、午後8時30分から午後10時
　　 までとする。
　　2　使用時間で、1時間未満の端数を生じた
　　 場合は、30分未満は、これを切り捨て、30
　　 分以上はこれを1時間とする。（使用時間に
　　 変更が生じた場合も同じ扱いとする。）。
　　3　使用に伴う準備、清掃等に要する時間は、
　　 使用時間に含むものとする。
　　4　スト―ブを使用する場合は、1回につき大
　　 型1箇100円、中型1箇50円を増徴する。

【橘町公民館 備品 使用料】 7702 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
備品の種類 数量  　 単位   使用料金

　備付音響設備   1式   1時間当たり 5,000円
　備付調光設備   1式   1時間当たり 3,000円
　備付映写設備   1台   1時間当たり 1,000円

備付スライド
　投影設備   1台   1時間当たり 500円

備付グランド
　 ピアノ設備   1台   1時間当たり 1,000円

備付以外の
  音響機器   1式   1時間当たり 500円

　備考
　　1　使用時間で、1時間未満の端数を生じた場
　　 合は、30分未満はこれを切捨て、30分以上は
　　 これを1時間とする（使用時間に変更が生じた
　　 場合も同じ扱いとする。）。

【大島町視聴覚教具使用料】 8833 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
備品の種類 数量  　 単位   使用料金

　北辰16ミリトーキー
　映写機   1式  　　 1日 無料

　沖浦中学校地内　
　蒲野中学校地内　

位　置

関係項目

分　　類

調整の内容

　　２４　各種事務事業の取扱い協議事項 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の具体的内容東和町 橘町久賀町 大島町



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  

【久賀町立図書館使用料 【大島町立図書館使用料】
　（大島町文化
    センター内） ― 【東和町立図書館使用料】 3691 【橘町立図書館使用料】

　（橘町文化
    センター内） 7744 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

使用区分 使用区分 使用区分 使用区分
図書館 無料 図書館 無料 図書館 無料 図書館 無料

　 　 児童閲覧室 無料

【久賀町民センター使用料】 2-647 【大島町文化センター使用料】 8725 【東和町総合センター使用料】 3534（2912） 【橘町総合センター】 規則　7701 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
使用区分 使用区分 使用区分 随時調整する。

　　昼間 　　夜間 　　昼夜
昼間

（1時間当たり） 夜間 全日 　　昼 　　夜 （橘町総合センターは、下記の施設の複合施設

　　老人娯楽室  1,050円 1,560円 2,100円 　　ホール  2,000円 15,000円 31,000円
 ふれあい

  大ホール 1,050円 1,360円 　　　橘町公民館
　　視聴覚室  1,050円 1,560円 2,100円 　　控室    500円 3,700円 7,700円 　ステージ   520円   840円     　橘町西安下庄地区学習供用施設
　　児童室    510円 730円 1,050円 　　レストラン 　 ふるさと研修室   420円   520円 　　  橘町老人福祉センター
　　調理室  1,050円 1,560円 2,100円 　　研修室 1・2  1,000円 7,500円 15,500円 　教養文化室１室につき  210円 310円 　　　橘町図書館）
　　講義室  1,050円 1,560円 2,100円 　　研修室 4   700円 5,000円 10,600円  　郷土料理実習室   420円   520円
　　講座室  1,050円 1,560円 2,100円 　　研修室 3   500円 3,700円 7,700円 　視聴覚室  210円 310円
　　大会議室  2,100円 3,150円 4,200円 　　和室   600円 4,500円 9,300円 　 郷土資料閲覧室 150円  210円

　町民相談室  210円 310円
　健康増進室  210円 310円
　保健相談室  210円 310円
　老人休養室 150円  210円
　老人娯楽室 150円  210円
　 特産振興研究室  210円 310円

　○冷暖房使用料は、1時間につき310円。 　○冷暖房料金は、使用料の5割。レストランは、使
　　　ただし、大会議室は1時間につき630円。 　　用者負担。
　○講座室は、室の半分を使用する場合は、上記
　　金額の2分の1（冷暖房を除く。）の額とする。
　備考 　備考
　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間 　　1　昼間は午前9時から午後5時まで、夜間は    1　冷暖房を使用する場合は、1時間当たり210円
　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。 　　 午後5時から午後10時まで、全日は午前9時      (ふれあい大ホールにあっては840円)を加算す
　　2　本町に、住所又は事業所を有しないものが 　　 から午後10時までを原則とする。     る。ただし、ステージを除く。
　　　使用する場合は、定額の倍額とする。 　付記    2　厨房施設を使用する場合は、1時間当たり310

　　1　町外居住者が使用するときの使用料は、当     円を加算する。
　　 該基本料金の5割を加算した金額とする。    3　夜間とは、4月1日より9月30日までは、午後6
　　2　レストランを除き、営利、営業、宣伝等を目     時30分から午前6時まで、10月1日より3月31日
　　 的とし、又は入場料その他これに類するもの     までは、午後5時30分から午前6時30分までとす
　　 を徴収して使用する場合の使用料は、上記の     る。

備品区分 　　 当該基本料金の10割に相当する額を加算し    4　1時間未満の端数がある場合は切り上げるも
区分 数量 単位 使用料金 　　 た額とする。      のとする。

　　備付音響設備 一式 1時間当たり 5,000円 　　3　研修室1又は2のみを使用するときの使用料    5　結婚式として使用する場合は、10,500円を加
　　備付調光設備 一式 1時間当たり 3,000円 　　 は、研修室4の使用料に準じる。      算する。
　　備付映写設備 1台 1時間当たり 1,000円 　　4　上記使用料に100分の5に相当する額を加算    6　町民以外の者が使用する場合の使用料の金
　　備付グランド
　　ピアノ設備 1台 1時間当たり 1,000円 　　 し、徴収する。      額は、上記の使用料の金額(上記1及び2の加
　　備付以外の
　　音響設備 一式 1時間当たり 500円 　　5　電気、ガス、水道の使用料は基本料金の１      算額を含む。)の100分の50に相当する金額を

　　 割を徴収することができる。 　　加算する。
　　6　使用料に10円未満の端数が生じた場合は、
　　 切り捨てる。

入館料

東和町

入館料入館料

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の内容

協議事項

久賀町分　　類 大島町

2-659 図書館条例
2-681 図書館運営規則

使用料（１時間につき）

備品使用料

使用料

調整の具体的内容橘町

入館料

関係項目　　２４　各種事務事業の取扱い

基本料金

　　月額140,000円



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
　付記
　　1　上記使用料に100分の5に相当する額を加算
　　 し、徴収する。
　　2　使用時間で1時間未満の端数が生じた場合
　 　は、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間
　　とする。
　　 （使用時間に変更が生じた場合も同じ扱いとする。）

【久賀町歴史民俗資料館入館料】 2-686 【大島町歴史民俗資料館入館料】 9005 【東和町瀬戸内民俗館とうわ入館料】 3640 【橘町民俗資料館入館料】 7746 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、

観覧料 　・普通展示 使用区分 使用区分 随時調整する。
　普通展示 小中学校の児童・生徒　１人につき 200円 単位 閲覧料 　・普通展示 　・普通展示

その他のもの　　　　　１人につき 400円 1人につき 　50円
1人につき 100円

1人につき 　30円

1人につき 　80円

　特別展示 　・特別展示 　・特別展示 　・特別展示
観覧料 単位 閲覧料 単位 閲覧料 単位 閲覧料

　　　特別展示 　　　　　　　　　　　　　　１人につき 下記の金額 1人につき 下記のとおり 1人につき 下記のとおり 1人につき 下記のとおり

　（1,010円の範囲内で委員会が定めた額） 　　　　　　（500円の範囲内で委員会が定める額） 　　　　　　（500円の範囲内で委員会が定める額） 　　　　　　（500円の範囲内で委員会が定める額）
　　 

　備考 　備考
　　　普通展示とは、資料館が常時資料館資料 　　普通展示とは、資料館が常時資料館資料を展示
　　を展示することをいい、特別展示とは、資料 　　することをいい、特別展示とは、資料館が臨時に
　　館が臨時に展示会等を開催して資料館資料 　　展示会等開催して資料館資料を展示することを
　　を展示することをいう。 　　いう。

【町衆文化伝承の館】 2-751 【日本ハワイ移民資料館入館料】 8811 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
使用区分

　昼間 　夜間 　　昼夜 区分 単位 　　個人 団体

　　学びの間  1,010円 1,520円 2,030円
　　小人
（幼児を除く小・中学生） 1人1回 200円

20人以上
20％割引

　　伝承の間 ①  1,010円 1,520円 2,030円
　　大人
（幼児及び小人以外の者） 1人1回 400円

20人以上
20％割引

　　伝承の間 ②  1,010円 1,520円 2,030円
　　語らいの間  1,010円 1,520円 2,030円 区分 基本料金月額

    事務室 9,500円
　○冷暖房使用料は、1時間につき300円。 （消費税は内税とする。）

 
　備考 　備考
　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間 　　1　全日は午前9時30分から午後4時30分まで
　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。 　　 を原則とする。
　　2　本町に、住所又は事業所を有しないものが
　　　使用する場合は、定額の倍額とする。
　　3　この表に掲げる室以外の部分を使用する場
　　　合の使用料は、町長が別に定める。

　　その他の団体２０人以上

協議事項

観覧料

　　２４　各種事務事業の取扱い

無料

　　特別展示

東和町

基本料金の5割増し

冷暖房料金

入館料

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

　　小学校の児童及び中学校の
　　生徒の団体20人以上

使用区分 区　分

使用区分

使用料

調整の内容

調整の具体的内容

関係項目

　　その他のもの

区　分

　　　小学校の児童及び中学校の生徒

　　特別展示

分　　類 久賀町 大島町

区　分
観覧料
無料

区　分
　　特別展示



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
【田舎美術館入館料】 8750 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

使用区分
入館料 無料

【町衆文化の薫る郷公園】 2-759 【竜崎陶芸の館使用料】 7748 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
使用区分 　　　区分 　使用料

昼間 夜間 昼夜 　陶芸の館 200円
　　町衆文化
　　生活の館

 1,010円 1,520円 2,030円
 

　　 町衆文化
　　 陶芸の館
　　 （ 1人につき）

   300円   450円   610円
　備考

　　 自然ふれあい

　　 交流広場

　　 （ 1人につき）

   300円   450円   610円
　　1　使用時間で1時間未満の端数を生じた場

  　　 合は、30分未満はこれを切り捨て、30分以
　備考  　　 上はこれを1時間とする。
　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間
　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。
　　2　本町に、住所又は事業所を有しないものが
　　　使用する場合は、定額の倍額とする。

【久賀町八幡生涯学習のむら】 2-758   
　上記は次の施設をもって構成する。
　　　町営住宅八幡団地
　　　歴史民俗資料館
　　　町衆文化伝承の館
　　　町衆文化の薫る郷公園
　　　そのほか、地区内の歴史、文化遺産

【久賀町民運動場使用料】 2-822 【大島町民グランド使用料】 9111 【東和町民グランド使用料】 － 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

単位   　　　使用料 使用区分 単位
 グランド

　使用料 照明使用料
 グランド

　使用料  
1回につき 310円 　町民グランド 1時間ごとに 無料 840円 　町民グランド 無料  

 1時間につき 830円
　○町民運動場は体育競技以外に使用する
　場合は、3,150円の範囲内で委員会が定
　める額
　○照明施設は、1時間を単位とし、1時間
　に満たない場合は1時間とみなして使用料
　を徴収する。

【久賀町長浦スポーツ海浜スクエア使用料】 2-4529 【大島町Ｂ＆Ｇ海洋センター使用料】 9114 【東和町陸上競技場使用料】 3699・7 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
1　施設使用料 （企画課担当） 1　体育館使用料 　競技場
（1）スポーツ施設 　・団体使用 　○入場料等を徴収しない場合

　　・レクリエーション及びアマチュアスポーツのとき

町民 一般 9時～13時 13時～16時16時～19時 19時～22時 　　　　　専用使用料 料金
　テニスコート 1面1時間　平日   1,010円   1,220円 300円 300円 300円 300円 　　　　午前9時から正午まで 3,050円

　　　土日、祝日   1,220円   1,420円 　　　　正午から午後5時まで 5,090円
1面1時間

　6枚回数券 　　　　　延長料（1時間につき） 1,520円
　 壁打ちテニスコー 　1人30分 　　  部分使用料（午前9時から日没まで）

基本使用料

調整の内容

使用区分

調整の具体的内容

　　単位

   100円

単　位

  5,050円

　　区　分

　　　使用区分

分　　類 久賀町 大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

使用料

　　照明施設
　　町民運動場

料　　　金

1人1時間当たり

東和町

料金

橘町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
   ゲートボールコー 　1面1時間   200円   400円 　　　　　高校生以下の者1人1日につき 　　50円

  多目的グラウンド 半面2時間
　　延長1時間

  1,420円
810円

  1,630円
910円 　・個人使用 （回数券12枚綴り　500円）

  多目的グラウンド 半面2時間
　　延長1時間

  2,850円
1,630円

  3,260円
1,830円 　　　　　その他の者 　100円

   アーチェリー射場 　1人1時間 9時～13時 13時～16時16時～19時 19時～22時 （回数券12枚綴り1,000円）
30円 30円 30円 30円

　備考 　　・上記以外のとき
   ア　使用許可時間を超えて使用した時間に1時 　○　団体、個人使用の照明料は、1人1時間当 　　　　　専用使用料 料金
  　　間未満の端数があるとき、又はその時間が1 　　たり50円。 　　　　午前9時から正午まで 15,290円
  　　時間未満であるときは、その端数の時間は、 　付記 　　　　正午から午後5時まで 25,480円
  　　1時間として計算する。    （1）　体育館を2区画に区分し、基本使用料は 　　　　　延長料（1時間につき）  7,640円
   イ　中学生以下の生徒、児童が使用するとき    　　1区画の使用料金とする。 　　   部分使用料（午前9時から日没まで）
   　　は、前記使用料の半額とする。高校生以上    （2）　使用者がこの表に定める使用時間を超え 　　　　　高校生以下の者1人1日につき 　　50円
   　　の生徒、学生が使用するときは、前記使用    　　て使用するときの使用料の金額は、この表 （回数券12枚綴り　500円）
   　　料に0.8を乗じた金額とする。この場合の児    　　に定める基本使用料の金額にその超える1 　　　　　その他の者 　100円
   　　童、生徒及び学生は、学校教育法に規定す    　　時間ごとに当該使用時間欄に掲げる基本 （回数券12枚綴り1,000円）
   　　る学校の児童、生徒及び学生をいう。    　　使用料の3分の1に相当する額を加算する
   ウ　この表における町民とは、久賀町の区域    　　ものとする。 　○入場料等を徴収する場合
   　に居住する者で住民基本台帳に記録されて    　　　この場合において、1時間未満の端数は1 　　・レクリエーション及びアマチュアスポーツのとき

   　いる者をいい、一般は、それ以外の者をいう。    　　時間とする。 　　　　　専用使用料 料金
   エ　前記使用料金の適用は、それぞれ最長3    （3）　町外使用者は、10割加算とする。 　　　　午前9時から正午まで 6,110円
     時間までとする。3時間を超えて使用するとき 　　　　正午から午後5時まで 10,190円
     の使用料金は、単位時間当たりのそれぞれ 　　　　　延長料（1時間につき）  3,050円
     の額が前記使用料金のそれぞれの額を超え 　     部分使用料（午前9時から日没まで）
     ない範囲で町長が別に定める額とする。 　　　　　高校生以下の者1人1日につき 　　50円
   オ　営利を目的としない催しで、入場料その他 （回数券12枚綴り　500円）
   　これに類する料金を徴収するときは、入場料 　　　　　その他の者 　100円
   　その他これに類する料金の最高額の10倍に （回数券12枚綴り1,000円）
   　相当する額を前記使用料の金額に加算する。

　　・上記以外のとき
（2）遊戯施設 2　プール使用料 　　　　　専用使用料 料金
　　区　分 単　位 　・団体使用 　　　　午前9時から正午まで  91,740円
　　　アドベンチャー

　　　　トレイル 1人1回 　　　　正午から午後5時まで 152,910円
9時～12時 12時～15時15時～18時 18時～21時 　　　　　延長料（1時間につき）  45,870円

　備考 300円 300円 300円 300円 　     部分使用料（午前9時から日没まで）
   ア　小学生未満の幼児は、無料とする。 　　　　　高校生以下の者1人1日につき 　  　50円

　・個人使用 （回数券12枚綴り　500円）
（3）附帯施設 　　　　　その他の者  　100円
　　区　分 単　位 9時～12時 12時～15時15時～18時 18時～21時 （回数券12枚綴り1,000円）
　　テニスコート
　　照明施設 1面1時間 20円 20円 20円 20円
　  多目的グランド

　　照明施設
1時間 　会議室

　放送施設 　　１日 　○　団体、個人使用の照明料は、1人1時間当 　　　　　専用使用料 料金
　　たり50円。 　　　　午前9時から正午まで    500円

（4）スポーツ用具・器具及び附帯施設 　付記 　　　　正午から午後5時まで    810円
　　区　分 単　位    （1）　プールを2区画に区分し、基本使用料は 　　　　　延長料（1時間につき）     250円

　　スポーツ用具類 ―    　　1区画の使用料金とする。

基本使用料

大島町

料　　　金

橘町 調整の具体的内容

料　　　金

 200円

810円

料　　　金

            3,050円

810円

町長が定める額

基本使用料

 200円

分　　類

調整の内容

東和町久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

基本使用料



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
　附帯施設、
　器具類 ―    （2）　使用者がこの表に定める使用時間を超えて 　放送器具

   　　使用するときの使用料の金額は、この表に定め 　　　　　専用使用料 料金
2　営利等に係る行為又はスポーツ施設等の目的外使用    　　る基本使用料の金額にその超える1時間ごとに 　　　　午前9時から正午まで   1,010円
　　区　分 単　位    　　当該使用時間欄に掲げる基本使用料の3分の1 　　　　正午から午後5時まで   1,520円

 （1）物品を販売し、
 又は頒布すること。 1㎡につき1日    　　に相当する額を加算するものとする。この場合 　競技用具
  （2）集会、展示会その
 他これらに類する催し 1㎡につき1日    　　において、1時間未満の端数は1時間とし、10円 　　　　　専用使用料 料金
 （3）町長が定める
 もの ―    　　未満の端数は10円に切り上げる。 　　　　午前9時から正午まで   2,030円

   （3）　町外使用者は、10割加算とする。 　　　　正午から午後5時まで   3,050円
　備考 　備考
  ①　（2）又は（3）に係る使用で営利又は営利の 3　舟艇使用料    1　使用料には、消費税額に相当する額を含む。
 　ための宣伝を目的とするものにあっては、前記    2　この表において専用使用とは、使用者が一定

 　使用料の3倍に相当する金額とする。 　小中学生
　高校生
　一般   　時間一つの施設の全部（事務所を除く。）を使用

   ア　入場料その他これに類する料金を徴収す 　カヌー
1艇 2時間
　（1人乗）   50円   100円   　することをいい、その他の使用を部分使用という。

   　るときは、入場料その他これに類する料金の 　ＯＰヨット
1艇　2時間
（小中学校2人乗）   50円   100円    3　土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

   　最高額の20倍に相当する額を加算する。 　12Ｆヨット
1艇 2時間
　（2人乗）  100円   200円    　に規定する休日に使用する場合は、この表に定

  ②　仮設工作物を設置するときは、1㎡につき 　B&Gカッター
1艇 2時間
　（7人乗）  200円   400円    　める使用料（部分使用の場合を除く。）の20パー

  　1日100円を加算した額とする。    　セント増とする。
　付記    3　特別な設備をするために電気、水道、ガス等を
   （1）　単位時間に満たない端数は、単位時間と    　消費する場合は、その実費に相当する額を徴収
   　する。    　する。
   （2）　町外使用者は、10割加算とする。 　競技場内での営業

区分 金額
　　売店 500円以下
　　移動販売 500円以下

　備考
   1　使用料には、消費税額に相当する額を含む。
   2　特別な設備をするために電気、水道、ガス等を
   　消費する場合は、その実費に相当する額を徴収
   　する。

【久賀町グリーンステイながうら使用料】
　　2-4563
（企画課担当） 【東和町総合体育館使用料】 3697・3（2912） 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。

1　施設使用料 使用区分
（1）スポーツ施設 午前 午後 夜間 延長料　1時間につき

　アリーナ1/3使用 900円 1,200円 1,500円 300円
町民 一般 　アリーナ2/3使用 1,800円 2,400円 3,000円 600円

　屋内多目的運動場
　ミニサッカーコー
ト

半面2時間
　　延長1時間

  1,420円
810円

  1,630円
910円 　アリーナ全面使用 2,700円 3,600円 4,500円 900円

全面2時間
　　延長1時間

  2,850円
1,630円

  3,260円
1,830円 　アリーナＳＣ使用 2,100円 2,800円 3,500円 700円

　テニスコート 1面1時間　平日   1,010円   1,220円  会議室  1時間につき　　　　 　200円

町長が定める額

                 3円

　　区　分 単　位

橘町 調整の具体的内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い　　２４　各種事務事業の取扱い

東和町

関係項目

調整の内容

協議事項

分　　類 久賀町 大島町

単　位

基本使用料

料　　　金

料　　　金

100円

使用料

単位

　　区　分

町長が定める額

　　1日１㎡につき
販売人1人１日につき



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
　　土日、祝日   1,220円   1,420円 トレーニングルーム  1人　　1回　　　　　 　200円

1面1時間
6枚回数券  シャワールーム  1人　　   　　  　 　　　200円

  ゲートボールコート　1面1時間   200円   400円
 アーチェリー射場 　1人1時間   1　会議室及びトレーニングルームで冷暖房を使用する場合
　芝広場 　全面2時間    は、1時間当たり100円を加算する。

  2　使用者が主として町外の団体又は個人である場合の使用
　備考 　 料は、シャワールームを除き、当該使用料に50%を加算し
  ○　久賀町長浦スポーツ海浜スクエア条例 　 た額とする。
  　別表（1）スポーツ施設備考欄の規定を準   3　営利、営業、宣伝を目的とし、又は入場料を徴する場合
  　する。    の使用料は、当該使用料に600%を加算した額とする。

  4　トレーニングルームは、指導者を伴わない中学生以下の
（2）遊戯施設    使用を認めないものとする。
　　区　分 単　位   5　午前とは、午前9時から正午までをいい、午後とは、午
　マウンテン
　バイク 1台2時間まで    後1時から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午
　マウンテンバイク
　オフロードコース 1台2時間まで    後10時までをいう。
  ローラースケート 　1人1回1時間まで

　備考
   ア　マウンテンバイク、ローラースケートの使
   　用には、ヘルメット等の防護具の使用料含
   　む。
   イ　マウンテンバイクには、コース使用料金を
   　含む。

（3）宿泊施設等
　　区　分 料　　　金

　交流館ログ
　ハウス棟宿泊室

  1棟定員12人
　1人1泊 大人   4,000円

4歳以上中学
生まで   3,500円

　センター
　ハウス棟宿泊室

洋・和室1室定員5人

　1人1泊 大人   3,500円
4歳以上中学
生まで   3,000円

　交流館ログ
　ハウス棟休憩室

1棟階下部屋貸切

　1人1泊
　洋・和室2時間まで
（30分増すごとに500円）   2,000円

　センター
　ハウス棟休憩室 1室部屋貸切

　和室2時間まで
（30分増すごとに500円）   1,000円

　備考
   ア　交流館ログハウス棟宿泊室にあっては、
   　申込の1単位が6人以上の宿泊の場合に使
   　用を許可するものとする。

   イ　センターハウス棟宿泊室にあっては、申込
   　の1単位が3人以上の宿泊の場合に使用を
   　許可するものとする。

久賀町

調整の内容

 500円

調整の具体的内容

2,850円

料　　　金

単　位

 200円

  5,050円

分　　類

 　200円

 200円

　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町東和町大島町

協議事項



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
（4）研修施設等
　　区　分 料　　　金
　ビジター
  センター研修室   600円

　ビジターセンター
  交流談話室

  2,000円
  500円

　備考
   ア　交流談話室は、1団体が独占して使用する
   　場合に適用するものとする。

（5）入浴施設
　　区　分 料　　　金
　潮風呂保養館 大人 中学生以下の者     500円

町内に住所を有する
65歳以上の者     400円

小人
4歳以上小学生
以下の者     300円
3歳以下の者 無料

　備考
  5,000円
  4,000円
  3,000円

   イ　サウナ利用者はバスタオル貸し料として
   　別に100円を徴収する。

（6）附帯施設
　　区　分 料　　　金
　屋内多目的運動
　照明施設   2,100円
　テニスコート
　照明施設   810円
　テニスセンター
　コート照明施設   1,680円
　放送施設   810円

（7）スポーツ用具、器具及び附帯施設
　　区　分 料　　　金
　スポーツ用具類 町長が定める額
　附帯施設、
　器具類 町長が定める額

2　営利等に係る行為又はスポーツ施設等の目的外使用

  ○　久賀町長浦スポーツ海浜スクエア条例
  　別表 「2 営利等に係る行為又はスポーツ
  　施設等の目的外使用」の規定を準用する。

 

単　位

貸切使用3時間まで

回数券　小人（4歳以上）11枚券

　

1時間

1面1時間

1面1時間
1日

単　位

　　２４　各種事務事業の取扱い

分　　類 久賀町

協議事項

調整の具体的内容東和町

関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町大島町

調整の内容

　

単　位

 　ア　 回数券　大人（中学生以上）11枚券

単　位

    　 回数券　大人（町内65歳以上）11枚券

貸切使用2時間まで
（30分増すごとに500円）



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

教育専門部会  
【久賀町学習等供用施設使用料】 2-652  【橘町学習等供用施設使用料】 7710 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　名称　椋野北地区学習会館 　　（浮島地区・西安下庄地区・原地区）

使用区分 使用区分 単位
 単位当たり

　使用料金
冷暖房施設

 使用料金
　昼間 　夜間 　昼夜 　休養室   1時間当たり 150円 50円

　　休養室    310円 410円   510円  　集会室   1時間当たり 450円 300円
　　集会室  1,050円 1,560円 2,100円    学習室   1時間当たり 1,000円 200円
　　調理室    310円 410円   510円    調理場   1時間当たり 1,000円 200円

　保育室   1時間当たり 100円 50円
　○休養室の冷暖房は、実費とする。  
　○調理室の冷暖房、燃料代は、実費とする。 　備考
　 　　1　使用時間は、午後8時30分から午後10時
　備考 　　 までとする。夜間とは、午後5時から午後10
　　1　昼間は午前9時から午後5時までとし、夜間 　　 時までとする。
　　　は午後5時から午後10時までを原則とする。 　　2　使用時間で1時間未満の端数を生じた場
　　2　本町に、住所又は事業所を有しないものが 　　 合は、30分未満は、これを切り捨て、30分
　　　使用する場合は、定額の倍額とする。 　　 以上はこれを1時間とする。使用時間に変更

　　 が生じた場合も同じ扱いとする。
　　3　使用に伴う準備、清掃等に要する時間は、

　 　　 使用時間に含むものとする。
　  　　4　橘町に住所を有しない者又は橘町に所在
　  　　 のない団体が使用する場合は、使用料金の

 　　 総額の2割増（特別料金）を徴収する。
 

 
 
 
 
 
 
 
 

　

調整の内容

大島町 橘町

使用料

東和町分　　類 久賀町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

調整の具体的内容



　 　 　　大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

　  
   
   
   
   
   

  
  
  
  
 
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（空白） （空白）  （空白） （空白） （空白）
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

　

大島町

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

調整の具体的内容分　　類 久賀町 東和町 橘町



2 手数料 大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

○印は、協議会時に参考資料を提出した事項
調整
分類

総務専門部会 条例の巻・頁数 条例の頁数 条例の頁数 条例の頁数

【船員事務取扱手数料】 1-5905 【船員事務取扱手数料】
4886
 667 　 　 　 2 　大島町の例により調整する。

単位 金額 単位 金額
　船員の雇入契約の公認 １件につき 　　４３０円 　船員の雇入契約の公認 １件につき 　　４３０円
　船員手帳の交付 １件につき １，９００円 　船員手帳の交付 １件につき １，９００円
　船員手帳の書換え １件につき １，９００円 　船員手帳の書換え １件につき １，９００円
　船員手帳の訂正 １件につき 　　４３０円 　船員手帳の訂正 １件につき 　　４３０円

　船舶航行報告書の証明 １通につき ２，６００円

　 １通につき 　　８７０円 　
　 　船員手帳記載事項証明 １通につき 　　８７０円 　
　 　
【公文書情報公開手数料】 1-1101 【公文書情報公開手数料】 1071 【公文書情報公開手数料】 871 【公文書情報公開手数料】 1301 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり　

単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額 新町に引き継ぐ。　
　　無料 　　無料 　　無料 　　無料 　ただし、実費に係る部分については、調整し

作成・送付 　　実費 作成・送付 　　実費 作成・送付 　　実費 作成・送付 　　実費 合併時に統一する。

税務専門部会
【臨時運行許可申請手数料】 1-5905 【臨時運行許可申請手数料】 4886 2 ○久賀町、大島町の例により調整する。

単位 金額 単位 金額
　　臨時運行の許可 １両 　　７５０円 　　臨時運行の許可 １両 　　７５０円

【税務証明・閲覧等手数料】 1-5905 【税務証明・閲覧等手数料】 4886 【税務証明・閲覧等手数料】 2906 【税務証明・閲覧等手数料】 6767 2 ○久賀町の例を基本に調整する。
単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

　　所得証明書 １件 　　２００円 　　所得証明書 １件 　　２００円 　　所得証明書 １件 　　２００円 　　所得証明書 １件 　　２００円
　　課税証明書 １件 　　２００円 　　課税証明書 １件 　　２００円 　　課税証明書 １件 　　２００円 　　課税証明書 １件 　　２００円
　　納税証明書 １件 　　２００円 　　納税証明書 １件 　　２００円 　　納税証明書 １件 　　２００円 　　納税証明書 １件 　　２００円
　　固定資産評価証明書等 １件 　　２００円 　　固定資産評価証明書等 １件 　　２００円 　　固定資産評価証明書等 １件 　　２００円 　　固定資産評価証明書等 １件 　　２００円
　　固定資産公課証明書 １件 　　２００円 　　固定資産公課証明書 １件 　　２００円 　　固定資産公課証明書 １件 　　２００円 　　固定資産公課証明書 １件 　　２００円
　　固定資産評価通知書 　 　無料 　　固定資産評価通知書 　 　無料 　　固定資産評価通知書 　 　無料 　　固定資産評価通知書 　 　無料
　　（法務局提出用） 　 　　（法務局提出用） 　 　　（法務局提出用） 　 　　（法務局提出用） 　
　　営業証明書 １件 　　２００円 　　営業証明書 １件 　　２００円 　　営業証明書 １件 　　２００円 　 　
　　諸公簿閲覧 １件 　　２００円 　　諸公簿閲覧 １件 　　２００円 　　諸公簿閲覧 １件 　　２００円
　　住宅家屋軽減措置証明 １件 １，３００円 　　住宅家屋軽減措置証明 １件 １，３００円 　　住宅家屋軽減措置証明 １件 １，３００円 　　住宅家屋軽減措置証明 １件 １，３００円
　　（登録免許税用） 　 　　（登録免許税用） 　 　　（登録免許税用） 　 　　（登録免許税用） 　
　　軽自動車納税証明 　 　無料 　　軽自動車納税証明 　 　無料 　　軽自動車納税証明 　 　無料 　　軽自動車納税証明 　 　無料
　　諸証明及び諸副申書 １件 　　２００円 　　諸証明及び諸副申書 １件 　　２００円 　　諸証明及び諸副申書 １件 　　２００円 　　諸証明 １件 　　２００円
　　土地境界等実地調査 １件 　　５００円 　　土地境界等実地調査 １件 　　５００円 　　土地境界等実地調査 １筆 　　５００円

　 　　土地建物異動申請書等 　 　　土地建物異動申請書等 　 　　固定資産税関係諸公簿閲覧 １件 　　１００円
　　　 実地調査を伴うもの １件 １，０００円 　　   実地測量を伴うもの １件 １，０００円
　　　 その他のもの １件 　　５００円 　　   その他のもの １件 　　５００円 　　　　
　　交付手数料（公図等） １件 　　２００円 　　交付手数料（公図等） １件 　　２００円 　　交付手数料（公図等） １件 　　２００円 　　交付手数料（公図等） １件 　　２００円

　
　　　土地の現況確認に関する証明書 １件 １，０００円

【督促手数料】 1-5101 【督促手数料】 4170 【督促手数料】 2457 【督促手数料】 5851 1 ○.４町に相違がないので、現行のとおり
　　督促状 １通 　　１００円 　　督促状 １通 　　１００円 　　督促状 １通 　　１００円 　　督促状 １通 　　１００円 新町に引き継ぐ。

区分 区分

区分
　　公開手数料
　　写しの交付費用

区分
　　公開手数料
　　写しの交付費用

区分
　　公開手数料

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の具体的内容

協議事項

調整の内容

関係項目　　２４　各種事務事業の取扱い

東和町 橘町大島町

　　写しの交付費用

久賀町分　　類

区分 区分

　 雇入契約のない船長の就退
　 職等の証明

区分

　　公開手数料
　　写しの交付費用

区分

区分

区分 区分



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

住民専門部会  
【住民票及び戸籍等手数料】 1-5905 【住民票及び戸籍等手数料】 4886 【住民票及び戸籍等手数料】 2906 【住民票及び戸籍等手数料】 6767 1 　４町に相違がないので、現行のとおり　

単位 金額 単位 金額 単位 金額 新町に引き継ぐ。　
　　印鑑登録証明書 1枚につき 　２００円 　　印鑑登録証明書 1枚につき 　２００円 　　印鑑登録証明書 1枚につき 　２００円 　　印鑑登録証明書 1通につき 　２００円
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　　  認可地縁団体印鑑登録証明書 1枚につき 　２００円 　　  認可地縁団体印鑑登録証明書 1枚につき 　２００円 　　  （認可地縁団体印鑑登録証明書 1枚につき 　２００円 　　  認可地縁団体印鑑登録証明書 1枚につき 　２００円
　
　　住民票写し 1件につき 　２００円 　　住民票写し 1通につき 　２００円 　　住民票写し 1通につき 　２００円 　　住民票写し 1通につき 　２００円
　　住民票記載事項証明 1件につき 　２００円 　　住民票記載事項証明 1通につき 　２００円 　　住民票記載事項証明 1通につき 　２００円 　　住民票記載事項証明 1通につき 　２００円
　　住民票(閲覧) 1件につき 　２００円 　　住民票(閲覧) 1件につき 　２００円 　　住民票(閲覧) 1件につき 　２００円 　　住民票(閲覧) 1件につき 　２００円
　　年金現況証明 　　年金現況証明 　　年金現況証明 　 　　年金現況証明
　　　　公的年金 1件につき 　無料 　　　　公的年金 1件につき 　無料 　　　　公的年金 1件につき 　無料 　　　　公的年金 1件につき 　無料
　　　　個人年金 1件につき 　２００円 　　　　個人年金 1件につき 　２００円 　　　　個人年金 1件につき 　２００円 　　　　個人年金 1件につき 　２００円

　　 住民基本台帳カード交付 1件につき 　５００円 　　 住民基本台帳カード交付 1件につき 　５００円 　　 住民基本台帳カード交付 1件につき 　５００円 　　 住民基本台帳カード交付 1件につき 　５００円
　　  住民基本台帳カード再交付 1件につき 　５００円 　　  住民基本台帳カード再交付 1件につき 　５００円 　　  住民基本台帳カード再交付 1件につき 　５００円 　　  住民基本台帳カード再交付 1件につき 　５００円

　　社寺宗教証明 1枚につき 　２００円
　　戸籍謄本・抄本 1通につき 　４５０円 　　戸籍謄本・抄本 1通につき 　４５０円 　　戸籍謄本・抄本 1通につき 　４５０円 　　戸籍謄本・抄本 1通につき 　４５０円
　　除籍謄本・抄本 1通につき 　７５０円 　　除籍謄本・抄本 1通につき 　７５０円 　　除籍謄本・抄本 1通につき 　７５０円 　　除籍謄本・抄本 1通につき 　７５０円
　　戸籍記載事項証明 1件につき 　３５０円 　　戸籍記載事項証明 1件につき 　３５０円 　　戸籍記載事項証明 1件につき 　３５０円 　　戸籍記載事項証明 1件につき 　３５０円
　　除籍記載事項証明 1件につき 　４５０円 　　除籍記載事項証明 1件につき 　４５０円 　　除籍記載事項証明 1件につき 　４５０円 　　除籍記載事項証明 1件につき 　４５０円
　　改製原戸籍謄本抄本 1通につき 　７５０円 　　改製原戸籍謄本抄本 1通につき 　７５０円 　　改製原戸籍謄本抄本 1通につき 　７５０円 　　改製原戸籍謄本抄本 1通につき 　７５０円
　　戸籍附票証明 1件につき 　２００円 　　戸籍附票証明 1通につき 　２００円 　　戸籍附票証明 1通につき 　２００円 　　戸籍附票証明 1通につき 　２００円
　　（附票証明の写し） 　　（附票証明の写し） 　　　（附票証明の写し） 　　（附票証明の写し）
　　身分証明書 1枚につき 　２００円 　　身分証明書 1件につき 　２００円 　　身分証明書 1枚につき 　２００円 　　身分証明書 1件につき 　２００円
　　届出受理証明書 1通につき 　３５０円 　　届出受理証明書 1通につき 　３５０円 　　届出受理証明書 1通につき 　３５０円 　　届出受理証明書 1通につき 　３５０円
　　届出受理証明書(上質) 1通につき 　１，４００円 　　届出受理証明書　(上質) 1通につき １，４００円 　　届出受理証明書　(上質) 1通につき 　１，４００円 　　届出受理証明書　(上質) 1通につき 　１，４００円
　　届書の記載事項証明 1通につき 　３５０円 　　届書の記載事項証明 1通につき 　３５０円 　　届書の記載事項証明 1通につき 　３５０円 　　届書の記載事項証明 1通につき 　３５０円
　　(届書の写し) 　　(届書の写し) 　　(届書の写し) 　　(届書の写し)
　　   外国人登録原票記載事項証明 1件につき 　２００円 　　   外国人登録原票記載事項証明 1件につき 　２００円 　　   外国人登録原票記載事項証明 1件につき 　２００円 　　   外国人登録原票記載事項証明 1件につき 　２００円
　　戸籍届書(閲覧) 1件につき 　３５０円 　　戸籍届書(閲覧) 1件につき 　３５０円 　　戸籍届書(閲覧) 1件につき 　３５０円 　　戸籍届書(閲覧) 1件につき 　３５０円

　　埋火葬証明 1枚につき 　２００円 　　埋火葬証明 1枚につき 　２００円 　　　　 　　
　　諸公簿の閲覧 1回につき 　２００円 　　諸公簿の閲覧 1回につき 　２００円 　　諸公簿の閲覧 1回につき 　２００円
      その他の諸証明及び諸副申請 1件につき 　２００円       その他の諸証明及び諸副申請 1件につき 　２００円       その他の諸証明 1枚につき 　２００円       その他の証明 1件につき 　２００円

 

調整の内容

　　２４　各種事務事業の取扱い

調整の具体的内容

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町分　　類 久賀町 大島町 東和町

関係項目

区分

協議事項

区分 区分



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

環境専門部会  
【特定廃家電収集運搬手数料】 1-5905 【特定廃家電収集運搬手数料】 6051 【特定廃家電収集運搬手数料】 4392 【特定廃家電収集運搬手数料】 9631 1 　４町に相違がないので、現行のとおり

単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額 新町に引き継ぐ。
　　　テレビ 1台につき 　３，０００円 　　　テレビ 1台につき 　３，０００円 　　　テレビ 1台につき 　３，０００円 　　　廃テレビ 1台につき 　３，０００円
　　　エアコン 1台につき 　３，０００円 　　　エアコン 1台につき 　３，０００円 　　　エアコン 1台につき 　３，０００円 　　　廃エアコン 1台につき 　３，０００円
　　　冷蔵庫 1台につき 　３，０００円 　　　冷蔵庫 1台につき 　３，０００円 　　　冷蔵庫 1台につき 　３，０００円 　　　廃冷蔵庫 1台につき 　３，０００円
　　　洗濯機 1台につき 　３，０００円 　　　洗濯機 1台につき 　３，０００円 　　　洗濯機 1台につき 　３，０００円 　　　廃洗濯機 1台につき 　３，０００円

【粗大ごみ処理手数料】 1-5905 【粗大ゴミ処理手数料】 6051 【粗大ゴミ処理手数料】 4392 【粗大ゴミ処理手数料】 9631 3 　新たに制度等を創設する。
単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額 　　対象品目、手数料等を調整し、合併時に

 下記の品目 1台につき 　２，１００円 １個につき 　２，０００円  下記の品目 1台につき 　２，１００円  下記の品目 1台につき 　３，０００円 　統一する。
１個につき 　１，０００円
１個につき 　　　５００円

　　【品名】  　　【品名】 　　【品名】
　　　スプリングマット、オルガン、ミシン（台付）、 　　　太陽熱温水器、デスク型パソコン、屋外湯沸器、 　　　屋外湯沸器、オルガン、ミシン（台付）、
　　　冷凍庫、マッサージ器（椅子型）、 　　　マッサージ器、その他町長が認めるもの 　　　冷凍庫、マッサージ器（椅子型）、
　　　デスクトップ型のパソコン及びワープロ、乾燥機 　 　　　デスクトップ型のパソコン及びワープロ、乾燥機

【狂犬病予防注射等手数料】 2-2804（1-5905） 【狂犬病予防注射等手数料】 【狂犬病予防注射等手数料】 4385（2906） 【狂犬病予防注射等手数料】 9554（6767） 1 　４町に相違がないので、現行のとおり
単位 金額 単位 金額 単位 金額 新町に引き継ぐ。

　犬の登録手数料 　１頭につき 　３，０００円 　犬の登録手数料 １頭につき 　３，０００円 　犬の登録手数料 　１頭につき 　３，０００円 　犬の登録手数料 　１頭につき 　３，０００円
　狂犬病予防注射済票交付　１頭につき 　　　５５０円 　狂犬病予防注射済票交付 １頭につき 　　　５５０円 　狂犬病予防注射済票交付 　１頭につき 　　　５５０円 　狂犬病予防注射済票交付 　１頭につき 　　　５５０円
　犬の鑑札の再交付 　１頭につき 　１，６００円 　犬の鑑札の再交付 １頭につき 　１，６００円 　犬の鑑札の再交付 　１頭につき 　１，６００円 　犬の鑑札の再交付 　１頭につき 　１，６００円
　狂犬病予防注射済票再交　１頭につき 　　　３４０円 　狂犬病予防注射済票再交付１頭につき 　　　３４０円 　狂犬病予防注射済票再交付　１頭につき 　　　３４０円 　狂犬病予防注射済票再交付　１頭につき 　　　３４０円

【水道関係手数料】 3301 【水道関係手数料】 2691-51 【水道関係手数料】 5174 【水道関係手数料】 9901 3 　新たに制度等を創設する。
単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

　各種証明手数料 1件につき 　１００円 　各種証明手数料 1件につき 　１００円    　 　 　 　各種証明手数料 1件につき 　１００円
　 　 　 　 　メーター検査手数料（休止用） 毎月 　３００円     　 　 　
　止水栓開閉手数料 1件につき 　　５０円

　開水手数料 1件につき 　１，２００円 　開水手数料 1件につき 　１，２００円

1件につき 　1５０円 1件につき 　５００円  　　 　 　

2-3410 6339 5242 9936

1件につき １０，０００円 1件につき １０，０００円 1件につき １０，０００円 1件につき ８，０００円 1件につき 10，０００円
 
 

【下水道関係手数料】 【下水道関係手数料】
5348

単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

１件につき 無料 １件につき 無料 １件につき ８，０００円 １件につき 無料

区分

　農業集落排水設備指定
　工事店　の指定手数料

　　区　　分

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

　　区　　分 　　区　　分

区分

協議事項 関係項目

東和町

10040（6767）

区分

　給水装置工事事業者
　指定手数料

　　区　　分

　新設又は改造工事設計
　審査、工事検査手数料

　新設又は改造工事設計
　審査、工事検査手数料

　給水装置工事事業者
　指定手数料

区分

　農業集落排水設備指定
　工事店　の指定手数料

　

給水装置工事事業者
　指定手数料

区分

区分 区分

 

給水装置工事事業者
　指定手数料

区分区分 区分

　　２４　各種事務事業の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町

区分

大島町

6063-83（4886）

6432（6767）

　農業集落排水設備指定
　工事店　の指定手数料

区分

区分 区分

　　区　　分

調整の具体的内容

　　その他の廃家電（大）
　　その他の廃家電（中）
　　その他の廃家電（小）

区分

　排水設備指定工事店
　の指定手数料

給水装置工事事業者
　指定手数料



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

（参考掲載）  
大島郡 【し尿処理手数料】 － 【し尿処理手数料】 － 【し尿処理手数料】 － 【し尿処理手数料】 － 　 　参考掲載
環境衛生組合 　　　　取扱業者 　　　　取扱業者 　　　　取扱業者 　　　　取扱業者

　　　　　　　（有）　大島興業 　　　　　　　（有）　大島興業 　　　　　　　（有）　大島興業 　　　　　　　（有）　大島興業
　　　　　　　　田中産業（有）

　　　　　料金算式（円）＝（数量（㍑）×11.2）＋10円 　　　　　料金算式（円）＝（数量（㍑）×11.2）＋10円 　　　　　料金算式（円）＝（数量（㍑）×11.2）＋10円 　　　　　料金算式（円）＝（数量（㍑）×11.2）＋10円
　　　　　　　　（1円台切り捨て） 　　　　　　　　（1円台切り捨て） 　　　　　　　　（1円台切り捨て） 　　　　　　　　（1円台切り捨て）

数量 料金 数量 料金 数量 料金 数量 料金
　 80㍑以下 910円 　 80㍑以下 910円 　 80㍑以下 910円 　 80㍑以下 910円 910円
　100㍑ 1,130円 　100㍑ 1,130円 　100㍑ 1,130円 　100㍑ 1,130円 1,130円
　200㍑ 2,250円 　200㍑ 2,250円 　200㍑ 2,250円 　200㍑ 2,250円 2,250円
　300㍑ 3,370円 　300㍑ 3,370円 　300㍑ 3,370円 　300㍑ 3,370円 3,370円
　400㍑ 4,490円 　400㍑ 4,490円 　400㍑ 4,490円 　400㍑ 4,490円 4,490円
　500㍑ 5,610円 　500㍑ 5,610円 　500㍑ 5,610円 　500㍑ 5,610円 5,610円
　600㍑ 6,730円 　600㍑ 6,730円 　600㍑ 6,730円 　600㍑ 6,730円 6,730円
　700㍑ 7,850円 　700㍑ 7,850円 　700㍑ 7,850円 　700㍑ 7,850円 7,850円
　800㍑ 8,970円 　800㍑ 8,970円 　800㍑ 8,970円 　800㍑ 8,970円 8,970円
　900㍑ 10,090円 　900㍑ 10,090円 　900㍑ 10,090円 　900㍑ 10,090円 10,090円
1,000㍑ 11,210円 1,000㍑ 11,210円 1,000㍑ 11,210円 1,000㍑ 11,210円 11,210円

　（以下も算式のとおり） 　（以下も算式のとおり） 　（以下も算式のとおり） 　（以下も算式のとおり）

東和町分　　類 久賀町

調整の内容

大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目 　　１８　使用料・手数料等の取扱い

調整の具体的内容橘町



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

保健福祉専門部会  
【予防接種自己負担額】 【予防接種自己負担額】 【予防接種自己負担額】 【予防接種自己負担額】 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。

区分 対象者 接種方法 自己負担額 区分 対象者 接種方法 自己負担額 区分 対象者 接種方法 自己負担額 区分 対象者 接種方法 自己負担額
　　三種混合 　乳幼児 　個別接種 　　　無料 　　三種混合 　乳幼児 　個別接種 　　　無料 　　三種混合　乳幼児 　個別接種 　　　無料 　　三種混合 　乳幼児 　個別接種 　　　無料
　　麻疹 　乳幼児 　個別接種 　　　無料 　　麻疹 　乳幼児 　個別接種 　　　無料 　　麻疹 　乳幼児 　個別接種 　　　無料 　　麻疹 　乳幼児 　個別接種 　　　無料
　　風疹 　乳幼児等 　個別接種 　　　無料 　　風疹 　乳幼児等 　個別接種 　　　無料 　　風疹 　乳幼児等 　個別接種 　　　無料 　　風疹 　乳幼児等 　個別接種 　　　無料

　　日本脳炎
　乳幼児・
　児童・生徒

乳幼児・個別接種
児童・生徒　集団接種 　　　無料 　　日本脳炎

　乳幼児・
　児童・生徒

乳幼児・個別接種

児童・生徒　集団接種 　　　無料 　　日本脳炎
　乳幼児・
　児童・生徒

乳幼児・個別接種
児童・生徒　集団接種 　　　無料 　　日本脳炎

　乳幼児・
　児童・生徒

乳幼児・個別接種
児童・生徒　集団接種 　　　無料

　　二種混合
　乳幼児・
　児童

　乳幼児・個別接種
　児童　集団接種 　　　無料 　　二種混合

　乳幼児・
　児童

　乳幼児・個別接種
　児童　集団接種 　　　無料 　　二種混合

　乳幼児・
　児童

　乳幼児・個別接種
　児童　集団接種 　　　無料 　　二種混合

　乳幼児・
　児童

　乳幼児・個別接種
　児童　集団接種 　　　無料

　　ポリオ 　乳幼児 　集団接種 　　　無料 　　ポリオ 　乳幼児 　集団接種 　　　無料 　　ポリオ 　乳幼児 　集団接種 　　　無料 　　ポリオ 　乳幼児 　集団接種 　　　無料
　　　インフルエンザ 　65歳以上希望者等 1,000円 　　　インフルエンザ 　65歳以上希望者等 1,000円 　　　インフルエンザ 　65歳以上希望者等 1,000円 　　　インフルエンザ 　65歳以上希望者等 1,000円

【基本健康診査自己負担額】 【基本健康診査自己負担額】 【基本健康診査自己負担額】 【基本健康診査自己負担額】 3 ○新たに制度等を創設する。
　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額

　基本健診 69歳以下 1,300円 　基本健診 69歳以下 1,000円 　基本健診 69歳以下 1,300円 　基本健診 69歳以下 1,300円 　基本健診 69歳以下 1,000円
70歳以上 無料 70歳以上 無料 70歳以上 無料 70歳以上 無料 70歳以上 無料

　　　　○　町内 5ヶ所　（集団検診） 　　　　○　町内15ヶ所　（集団検診） 　　　　○　町内10ヶ所　（集団検診） 　　　　○　町内 2ヶ所　（集団検診）
　　　　○　町内に住所を有する40歳以上の希望者 　　　　○　町内に住所を有する20歳以上の希望者 　　　　○　町内に住所を有する40歳以上の希望者 　　　　○　町内に住所を有する18歳以上の希望者 　　　　○　町内に住所を有する40歳以上の希望者

　　　　　　　　（非課税世帯、生保等免除）

【各種ガン検診自己負担金】 ー 【各種ガン検診自己負担金】 ー 【各種ガン検診自己負担金】 ー 【各種ガン検診自己負担金】 ー 3 ○新たに制度等を創設する。
　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額 　　検診名 　自己負担額

　①胃ガン 69歳以下 1,100円 　①胃ガン 69歳以下 900円 　①胃ガン 69歳以下 900円 　①胃ガン 69歳以下 1,200円 　①胃ガン 69歳以下 900円
70歳以上 500円 70歳以上 無料 70歳以上 無料 70歳以上 1,200円 70歳以上 無料

　②大腸ガン 69歳以下 600円 　②大腸ガン 69歳以下 500円 　②大腸ガン 69歳以下 500円 　②大腸ガン 69歳以下 400円 　②大腸ガン 69歳以下 400円
　 70歳以上 200円 　 70歳以上 無料 　 70歳以上 無料 　 70歳以上 400円 　 70歳以上 無料
　③肺ガン レントゲン 無料 　③肺ガン レントゲン 無料 　③肺ガン レントゲン 無料 　③肺ガン レントゲン 無料 　③肺ガン レントゲン 無料

   喀痰 69歳以下 800円    喀痰 69歳以下 700円    喀痰 69歳以下 700円    喀痰 69歳以下 400円    喀痰 69歳以下 400円
70歳以上 400円 70歳以上 無料 70歳以上 無料 70歳以上 400円 70歳以上 無料

　④子宮ガン 69歳以下 700円 　④子宮ガン 69歳以下 600円 　④子宮ガン 69歳以下 600円 　④子宮ガン 69歳以下 1,000円 　④子宮ガン 69歳以下 600円
70歳以上 400円 70歳以上 無料 70歳以上 無料 70歳以上 1,000円 70歳以上 無料

　⑤乳ガン 69歳以下 400円 　⑤乳ガン 69歳以下 300円 　⑤乳ガン 69歳以下 300円 　⑤乳ガン 69歳以下 500円 　⑤乳ガン 69歳以下 300円
70歳以上 300円 70歳以上 無料 70歳以上 無料 70歳以上 500円 70歳以上 無料

　　　　①～③　町内に住所がある40歳以上 　　　　①～③　町内に住所がある20歳以上 　　　　①～③　町内に住所がある40歳以上 　　　　①～③　町内に住所がある18歳以上 　　　　①～③　町内に住所がある40歳以上
　　　　④～⑤　町内に住所がある30歳以上の女性 　　　　④～⑤　町内に住所がある20歳以上の女性 　　　　④～⑤　町内に住所がある30歳以上の女性 　　　　④～⑤　町内に住所がある18歳以上の女性 　　　　④～⑤　町内に住所がある30歳以上の女性

【肝炎（Ｂ・Ｃ型）ウイルス検査自己負担金】 【肝炎（Ｂ・Ｃ型）ウイルス検査自己負担金】 【肝炎（Ｂ・Ｃ型）ウイルス検査自己負担金】 【肝炎（Ｂ・Ｃ型）ウイルス検査自己負担金】 3 ○新たに制度等を創設する。
　　対象者 　　対象者 　　対象者 　　対象者 　　対象者

　 　　　①　基本健康診査対象者で、40・45・50・55・ 　　　①　基本健康診査対象者で、40・45・50・55・ 　　　①　基本健康診査対象者で、40・45・50・55・ 　　　①　基本健康診査対象者で、40・45・50・55・ 　　　①　基本健康診査対象者で、40・45・50・55・
　　　　　 60・65・70歳の節目の人 　　　　　 60・65・70歳の節目の人 　　　　　 60・65・70歳の節目の人 　　　　　 60・65・70歳の節目の人 　　　　　 60・65・70歳の節目の人
　　　②　過去に肝機能異常を指摘されたことがある人 　　　②　過去に肝機能異常を指摘されたことがある人 　　　②　過去に肝機能異常を指摘されたことがある人 　　　②　過去に肝機能異常を指摘されたことがある人 　　　②　過去に肝機能異常を指摘されたことがある人
　　　③　大きな外科手術を受けたり、妊娠、分娩の 　　　③　大きな外科手術を受けたり、妊娠、分娩の 　　　③　大きな外科手術を受けたり、妊娠、分娩の 　　　③　大きな外科手術を受けたり、妊娠、分娩の 　　　③　大きな外科手術を受けたり、妊娠、分娩の
　　　　 　時に多量の出血をしたことのある人 　　　　 　時に多量の出血をしたことのある人 　　　　 　時に多量の出血をしたことのある人 　　　　 　時に多量の出血をしたことのある人 　　　　 　時に多量の出血をしたことのある人
　　自己負担額　　　69歳以下　800円 　　自己負担額　　　69歳以下　700円 　　自己負担額　　　69歳以下　800円 　　自己負担額　　　69歳以下　700円 　　自己負担額　　　69歳以下　700円
　　　　　　　　　　　　　70歳以上　　無料 　　　　　　　　　　　　　70歳以上　　無料 　　　　　　　　　　　　　70歳以上　　無料 　　　　　　　　　　　　　70歳以上　　無料 　　　　　　　　　　　　　70歳以上　　無料

【骨粗しょう症検診自己負担金】 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　対象者
　　　9月1日現在で40歳・50歳の女性
　　自己負担額　　　　　　　　   　800円

要綱集　1091-38

橘町分　　類

区  分

区  分

久賀町

調整の内容

協議事項

区  分

区  分

大島町

　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

区  分

区  分

区  分 区  分

区  分 区  分

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

東和町 調整の具体的内容



  大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

調整
分類

産業経済専門部会

【鳥獣飼養許可手数料】 1-5905 【鳥獣飼養許可手数料】 4886 【鳥獣飼養許可手数料】 2906 【鳥獣飼養許可手数料】 6767 1 　4町に相違がないので、現行のとおり
単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額 新町に引き継ぐ。

　　許可書の交付手数料 　１件につき 　３，４００円 　　許可書の交付手数料 １件につき 　３，４００円 　　許可書の交付手数料 　１件につき 　３，４００円 　　許可書の交付手数料 　１件につき 　３，４００円
　　許可書の更新手数料 　１件につき 　３，４００円 　　許可書の更新手数料 １件につき 　３，４００円 　　許可書の更新手数料 　１件につき 　３，４００円 　　許可書の更新手数料 　１件につき 　３，４００円
　　許可書の再交付手数料　１件につき 　３，４００円 　　許可書の再交付手数料１件につき 　３，４００円 　　許可書の再交付手数料　１件につき 　３，４００円 　　許可書の再交付手数料 　１件につき 　３，４００円

【入猟承認料等手数料】 　　　2-最後　猟区管理規定 【入猟承認料等手数料】 6579 【入猟承認料等手数料】 4642 【入猟承認料等手数料】 10236 3 　新たに制度等を創設する。
単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

　　入猟承認料 １人１日につき 　６，０００円 　　入猟承認料 １人１日につき 　６，０００円 　　入猟承認料 １人１日につき 　８，４００円 　　入猟承認料 １人１日につき 　８，４００円
（消費税を含む。）

　　       入猟承認料 １人１日につき １０，５００円
（消費税を含む。）

　　猟区案内料 １人１日につき 　５，０００円 　　猟区案内料 １人１日につき 　６，０００円 　　猟区案内料 １人１日につき 　６，３００円 　　猟区案内料 １人１日につき 　７，３５０円
　 （消費税を含む。） 　 　　 　 （消費税を含む。）

　　　　　　入猟日　　1月1日から2月15日までの毎週日曜日及び祝日等 　　　　　　入猟日　　12月1日から翌年2月15日までの毎週日曜日 　　　　　　入猟日　　1月1日から2月15日までの毎週日曜日及び祝日等 　　　　　　入猟日　　1月1日から1月3日までの毎日、1月4日から2月15日

　　　　　　　　　　　　　及び祝日等　 　　　　　　　　　　　　　までの毎週日曜日及び祝日等　

　　　　　　猟区　　　　町全域 　　　　　　猟区　　　　町全域（笠佐島除く） 　　　　　　猟区　　　　町全域 　　　　　　猟区　　　　町全域

　　　　　　存続期間　平成11年11月から10年間 　　　　　　存続期間　平成11年11月から10年間 　　　　　　存続期間　平成9年11月から10年間 　　　　　　存続期間　平成10年11月から10年間

建設専門部会 【優良宅地造成の認定申請手数料】 1-5905 【優良宅地造成の認定申請手数料】 6767 2 　久賀町、橘町の例により調整する。
単位 金額 単位 金額

　　優良宅地造成認定申請手数料 　１件につき ８６，０００円 　　優良宅地造成認定申請手数料 　１件につき ８６，０００円

【優良住宅新築の認定申請手数料】 1-5905  【優良住宅新築の認定申請手数料】 6767 2 　久賀町、橘町の例により調整する。
単位 金額 単位 金額

　１件につき 　６，２００円 　１件につき 　６，２００円
　１件につき 　８，６００円 　１件につき 　８，６００円
　１件につき １３，０００円 　１件につき １３，０００円
　１件につき ３５，０００円 　１件につき ３５，０００円
　１件につき ４３，０００円 　１件につき ４３，０００円

【一般公共自転車駐車場認定申請手数料 1-5905 2 　久賀町の例により調整をする。
単位 金額

　一般公共自転車駐車場認定申請 　１件につき 　５，２００円

農業委員会 【農業委員会関係証明手数料 【農業委員会関係証明手数料】 【農業委員会関係証明手数料】 【農業委員会関係証明手数料】 2 　久賀町、大島町の例により調整をする。
専門部会 単位 金額 単位 金額 単位 金額 単位 金額

    農地現況証明 　１件につき 　１，０００円     農地現況証明 １件につき 　１，０００円    農地現況証明 　１件につき 　　　　　０円     農地現況証明 　１件につき 　　　　　０円
　　耕作証明書 　１件につき 無料 　　耕作証明書 １件につき 無料 　　耕作証明書 　１件につき 無料 　　耕作証明書 　１件につき 無料
　　許可書再発行証明願 　１件につき 無料 　　許可書再発行証明願 １件につき 無料 　　許可書再発行証明願 　１件につき 無料 　　許可書再発行証明願 　１件につき 無料
　　その他 　１件につき 無料 　　その他 １件につき 無料 　　その他 　１件につき 無料 　　その他 　１件につき 無料

区分

区分（新築住宅の床面積の合計）

　　１８　使用料・手数料等の取扱い

橘町

  １0,000㎡を超えるもの

   500㎡を超え

区分

区分

　　　　ただし、浮島、頭島は下記のとおり

   100㎡以下のもの
   100㎡を超え

   2,000㎡を超え

協議事項

   100㎡を超え
   500㎡を超え
   2,000㎡を超え
  １0,000㎡を超えるもの

区分

区分

調整の内容

分　　類

区分

区分

大島町

　　２４　各種事務事業の取扱い 関係項目

東和町久賀町

区分

区分

区分

　　　ただし、２人以上の場合、１人増すごとに　２，１００円

区分 区分 区分 区分

調整の具体的内容

区分

区分（新築住宅の床面積の合計）

   100㎡以下のもの



１　補助金等 大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。

　○印は、協議会時に参考資料を提出した事項、金額は、１３年度決算額、橘町のみ予算額
調整
分類

総務専門部会 条例の巻・頁数 条例の頁数 条例の頁数 条例の頁数

【自治会振興奨励金】　団体 1- 641 【地域活動推進補助金】 要綱集　191【地域振興助成金】　団体 【地域振興補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　３，３８３，０００円　　各自治会 　　１３年度　　　７３６，５７０円　　各自治会 　　１３年度　４，００１，５００円　　各自治会 　　１３年度　　２，３９３，０００円　　各自治会 随時調整をする。
　　　　・対象　　４５自治会単位 　　　　・対象　　１０８自治会単位 　　　　・対象　　８８区単位 　　　　・対象　　２９区単位 ・対象　現行のとおり、新町に引き継ぐ。

17年度
漸次調整し、
20年度の額

　　　　・内容　　均等割　　３０，０００円 　　　　・内容　　基準額　　３４０円×世帯数 　　　　・内容　　均等割　　３０，０００円 　　　　・内容　　均等割　　３５，０００円 ・内容　均等割 25,000円 25,000円
　　　　　　　　　世帯割　　１，０００円×世帯数 　　　　　　　　　世帯割　　５００円×世帯数 　　　　　　　　　世帯割　　５００円×世帯数 　　　　世帯割　20世帯まで 1,000円 1,000円

　　　      　20～100世帯ま 1,000円 500円
　　　      　101世帯以上 800円 500円

【コミュニティ推進補助金】　団体 （企画課担当）

要綱集 131
要綱集 121 7 　その他（上記の地域活動推進補助金に統合）

　　１３年度　１，９７９，５４７円　　コミュニティー 　
　　　　・対象　　２２コミュニティー単位

　　　　・内容　　基準額　　６５，０００円（上限）

【自治会長研修視察助成金】　団体 【自治会連絡協議会補助金】 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　４３０，０００円　　自治会長集会 　　１３年度　　　　３００，０００円　　自治会連絡協議会

　
【自治会放送施設整備助成金】　団体 3 　新たに制度等を創設する。

　　１３年度　　　５６３，５０２円　　各自治会

【職員研修厚生費】　事業 【職員研修厚生費】　事業 【すみれ会事業補助金】　事業 4  新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　１，０２４，８２１円　　役場職員 　　１３年度　　　５００，０００円　　役場職員 　　１３年度　　１，３５７，０００円　　役場職員

【町交通安全対策協議会補助金】　団体 6 　廃止の方向で検討する。

　　１３年度　　　　　１０，０００円　　交通安全母の会

【交通安全啓発用ライター補助金】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。

　　１３年度　　　　２５，０００円　　一般来客配布用

【交通安全母の会補助金】　団体 6 　廃止の方向で検討する。

　　１３年度　　　　　３０，０００円　　交通安全母の会

　 【レンタカー使用助成補助金】　事業 6 　廃止の方向で検討する。
　 　　１３年度　　　２１８，０００円　　公共的団体

　 　
【消防施設賃借料助成金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　１３年度　　　　６６，０００円　　消防団各分団

　 【消防施設助成金】　事業 【消防小規模施設整備事業補助金】　事業 11595 3 　新たに制度等を創設する。
　　１３年度　１，２２０，０００円　　消防団各分団 　　１３年度　　　　１５０，０００円　　消防団各分団

橘町 調整の具体的内容東和町分　　類 久賀町 大島町

　　１９　補助金・交付金等の取扱い協議事項

調整の内容

関係項目　　２４　各種事務事業の取り扱い



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 
調整
分類

総務専門部会
【消防車運転委託料】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　１６０，０００円　　委託者

【小規模地域共同利用施設整備補助金】　事業 11595 3 　新たに制度等を創設する。
　　１３年度　　　　２５０，０００円　　区民館等

【消防幹部研修視察補助金】　事業 4  新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　２２２，０００円　　消防団

【選挙管理委員研修費助成金】　団体 4  新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　１８０，０００円　　選挙管理委員会

【監査委員研修負担金】　団体 4  新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　４７，０００円　　監査委員会

【旧沖家室小学校管理委託補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１６０，０００円　　沖家室自治会 随時調整をする。

【陸奥顕彰会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１００，０００円　　陸奥顕彰会  随時調整をする。
 

税務専門部会
【青色申告会負担金】　団体 【青色申告会負担金】　団体 【青色申告会負担金】　団体 【青色申告会負担金】　団体 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　１９０，０００円　　青色申告会 　　１３年度　　　　７２，０００円　　青色申告会 　　１３年度　　　１４０，０００円　　青色申告会 　　１４年度　　　　　６９，０００円　　青色申告会

 

【煙草小売組合ライター配布・需用費】　団体 【煙草小売組合補助金】　団体 【煙草小売組合ライター配布・需用費】　団体 【煙草小売組合ライター配布・需用費】　団体 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　２５，０００円　　町内煙草小売組合 　　１３年度　　　　６５，０００円　　煙草小売組合 　　１３年度　　　　８１，９００円　　町内煙草小売組合 　　１３年度　　　　８０，０００円　　町内煙草小売組合

【柑橘資料作成補助金】　団体 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　６０，０００円　　ＪＡマルトウ農協 　 　

【納期前全納報奨金】事業 【納期前全納報奨金】事業 【納期前全納報奨金】事業 【納期前全納報奨金】事業 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり　
　　１３年度　１，１５１，８６１円　　納税者 　　１３年度　２，８９０，４４０円　　納税者 　　１３年度　２，８８２，６９０円　　納税者 　　１３年度　２，６３６，０００円　　納税者 新町に引き継ぐ。　

　　・交付対象税目　　個人町県民税・固定資産税 　　・交付対象税目　　個人町県民税・固定資産税 　　・交付対象税目　　個人町県民税・固定資産税 　　・交付対象税目　　個人町県民税・固定資産税 　　・交付対象税目　　個人町県民税・固定資産税

　　・交付率　　2期の税額×0.5／100×納期前の月数 　　・交付率　　2期の税額×0.5／100×納期前の月数 　　・交付率　　2期の税額×0.5／100×納期前の月数 　　・交付率　　2期の税額×0.5／100×納期前の月数 　　・交付率　　2期の税額×0.5／100×納期前の月数

　　　　 （10円未満は切捨て） 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　

　　・前納時期等 　　・前納時期等 　　・前納時期等 　　・前納時期等 　　・前納時期等

　　　　第1期納期限中に全納期の税額を納付場合 　　　　第1期納期限中に全納期の税額を納付場合 　　　　第1期納期限中に全納期の税額を納付場合 　　　　第1期納期限中に全納期の税額を納付場合 　　　　第1期納期限中に全納期の税額を納付場合

　　・交付限度税額　　25万円 　　・交付限度税額　　25万円 　　・交付限度税額　　25万円 　　・交付限度税額　　25万円 　　・交付限度税額　　25万円

久賀町 大島町 東和町 橘町分　　類

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

調整の内容

関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の具体的内容



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

企画専門部会
【各町人会等参加負担金】　事業 【東和町人会負担金】　事業 【町人会出席・費用弁償・旅費等】（総務課）　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　１２６，０００円　　各町人会参加者 　　１３年度　　　４８１，０００円　　各町人会参加者 　　１３年度　　　６００，０００円　　各町人会参加者

【全国大島リンク会議出演者派遣負担金】　事業 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　３，００１，７６０円　　参加者

【海の子山の子都会の子交流事業・負担金】　事業 【全国東和町推進協議会】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　３００，０００円　　参加者
　　（平成15年度廃止済）

【倉橋・中島・東和三町交流会】　事業 　 6 ○廃止の方向で検討する。

【佐賀県武雄市・橘町との交流事業】　事業 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。

【姉妹島・カウアイ島国際交流】　事業 【姉妹島・カウアイ島国際交流】　事業 【姉妹島・カウアイ島国際交流】　事業 【姉妹島・カウアイ島国際交流】　事業 1 ○4町に相違がないので、現行のとおり
新町に引き継ぐ。

【中国・銅陵市友好国際交流】　事業 【中国・銅陵市友好国際交流】　事業 【中国・銅陵市友好国際交流】　事業 【中国・銅陵市友好国際交流】　事業 1 ○4町に相違がないので、現行のとおり
新町に引き継ぐ。

【外国人研修生受入事業補助金　事業 7 　その他（研修生受入れ休止中）
　　１３年度　　　５００，０００円　　受入先

【共同アンテナ施設整備助成金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　６００，０００円　　各自治会等

【離島青年会議実行委員会補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　１，６００，０００円　　離島青年会議実行委員会

【橘町女性団体連絡協議会補助金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　　５０，０００円　　女性団体連絡協議会

【大島サマーミーティング補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　８５０，０００円　　実行委員会

【夢橘ゆうゆう祭補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　８５０，０００円　　実行委員会

【たちばなまつり補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　１，７００，０００円　　実行委員会

【瀬戸内海子供フォーラム補助金】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　　実行委員会　　

【少年少女海外研修事業補助金】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　１，４００，０００円　　参加者の保護者 　　　　（日韓友好の船　TYS少年の船）

【安高を考える会補助金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　７，０００，０００円　　安高を考える会

分　　類

関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

久賀町 橘町東和町

調整の内容

大島町 調整の具体的内容



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

企画専門部会
【ふるさと久賀夏祭・委託料】（産業課担当）　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　１，７４１，４３４円　　実行委員会

【いきいきフェスティバル・委託料】（産業課担当）　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　４，３９０，６５０円　　実行委員会

【生きがい老人湯ゆうライフ定住支援対策補助金】　事業 5 　新町移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　１，４２４，２００円　　65歳以上高齢者 随時調整をする。
　　　　65歳以上の老人に風呂券の割引

1-1901
【ステップ２１ふるさと久賀づくり推進事業助成金】　事業 5 　新町移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　町づくりグループ 随時調整をする。
　　　　町づくりの提案申請により助成

【人口定住促進奨励金・報償費】　事業 3783 【人口定住促進奨励金・報償費】　事業 　 7 　その他（平成13年度廃止済）
　　１３年度　２，４３０，０００円　　転入、Ｕターン、出産者等 　　１３年度　５，７００，０００円　　転入、Ｕターン、出産者等

住民専門部会  
【郡遺族連合会負担金】　団体 【郡遺族連合会負担金】　団体 【郡遺族連合会補助金】　団体 【郡遺族連合会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　２４，０００円　　郡遺族連合会 　　１３年度　　　　２４，０００円　　郡遺族連合会 　　１３年度　　　　２４，０００円　　郡遺族連合会 　　１３年度　　　　２４，０００円　　郡遺族連合会 随時調整をする。

【町遺族会補助金】　団体 【町遺族連合会補助金】　団体 【町遺族連合会助成金】　団体 【安下庄・日良居遺族会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　４５０，０００円　春・秋季　町遺族会 　　１３年度　　　３４０，０００円　　町遺族連合会 　　１３年度　　　２５０，０００円　　町遺族連合会 　　１３年度　　　　９５０，０００円　　町２遺族会 随時調整をする。

【町遺族事業補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　３９７，０００円　　町遺族連盟 随時調整をする。

【町傷痍軍人会補助金】　団体 【町傷痍軍人会補助金】　団体 【戦傷病者事業補助金】　団体　（福祉課担当） 【町傷痍軍人会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　４８，０００円　　町傷痍軍人会 　　１３年度　　　　１７，０００円　　町傷痍軍人会 　　１３年度　　　　３０，０００円　　町傷痍軍人会 　　１３年度　　　　　３７，０００円　　町傷痍軍人会 随時調整をする。

【南方地域戦没者慰霊祭補助金】 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１４年度　　　　　　　　　０円　　戦没者遺族 随時調整をする。

　（各町持ち回り参加）

【国民年金事業功労者表彰伝達式参加助成金】　事業 【国民年金事業功労者表彰伝達式参加助成金】　事業 7 　その他
　　１３年度　　　　　２，１００円　　功労者表彰受賞者  　　（平成14年度から事務は社会保険庁に移行）

【東和町自衛隊父兄会補助金】　団体 【橘町自衛隊父兄会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　会議室等提供 　　１３年度　　　　　１５，０００円　　自衛隊父兄会 随時調整をする。
　　　　平成15年度設立

分　　類 久賀町

調整の内容

東和町

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目

橘町 調整の具体的内容



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

環境専門部会
【郡環境衛生推進協議会負担金】　団体 【郡環境衛生推進協議会負担金】　団体 【郡環境衛生推進協議会負担金】　団体 【郡環境衛生推進協議会負担金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　２８，５００円　　郡環衛推進協議会 　　１３年度　　　　２８，５００円　　郡環衛推進協議会 　　１３年度　　　　２８，５００円　　郡環衛推進協議会 　　１３年度　　　　２９，０００円　　郡環衛推進協議会

【町環境衛生推進協議会負担金】　団体 【大島町きれいなまちづくり推進協議会補助金】　団体 【町環境衛生推進協議会補助金】　団体 【町環境衛生推進協議会補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　８０，０００円　　町環衛推進協議会 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　町きれいなまちづくり推進協議会　　１３年度　　　　８０，０００円　　町環衛推進協議会 　　１３年度　　　　　５０，０００円　　町環衛推進協

【安下庄地区公共下水道事業推進協議会補助金】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　推進協議会 随時調整をする。

【日良居地区農集排水事業推進協議会補助金】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１５年度　　　　　３０，０００円　　推進協議会 随時調整をする。

【食品衛生協会負担金】　団体 【食品衛生協会補助金】　団体 【食品衛生協会補助金】　（担当福祉課）　団体 【食品衛生協会補助金】　団体
　　１３年度　　　１００，０００円　　町食品衛生協会 　　１３年度　　　　５０，０００円　　町食品衛生協会 　　１３年度　　　　５０，０００円　　町食品衛生協会 　　１３年度　　　　　５０，０００円　　町食品衛生協会 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　　　（久賀町引き受け年度）

【合併処理浄化槽設置整備事業補助金】　事業 【合併処理浄化槽設置補助金】　事業 【合併処理浄化槽設置補助金】　事業 4404 【合併処理浄化槽設置補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度１３，２２１，０００円　　設置者 　　１３年度２７，１１７，０００円　　設置者 　　１３年度　　５，５８９，０００円　　設置者 　　１３年度　　３，５２８，０００円　　設置者 　 　

  〔補助金額〕（単位：千円）   〔補助金額〕（単位：千円）   〔補助金額〕（単位：千円）   〔補助金額〕（単位：千円）
　 　    人槽　　　　補助額 　　　　人槽　　　　　補助額 　　　　　　　人槽　　補助額 　　　　人槽　　　　　補助額
　     5人槽　　　　354 　　　 5人槽　　　　　354 　　　　 　   5人槽　　　354 　　　 5人槽　　　　　354
　     7人槽　　 　　411 　　　 7人槽　　　　　411 　　　　       7人槽　　　411 　 　　7人槽　　　　　411
   　 10人槽　　　　519  　　 10人槽　　　　  519   　　　     10人槽　　  519 　　　10人槽　　　　  519

【排水設備改造資金融資制度】　事業 5349-33 【排水設備改造資金融資制度】　事業 10067 2 ○東和町、橘町の例により調整する。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　設置者 　　１３年度　　　　６６、０００円　　設置者
　　　　対象事業　　 公共下水 　　　　対象事業　　 公共下水　農業集落排水　漁業集落排水

　　　　対象者　　 町税等滞納がないこと。 　　　　対象者　　 町税等滞納がないこと。

　　　　　　　　　　　処理区域となった日から3年以内の改造工事等。 　　　　　　　　　　　処理区域となった日から3年以内の改造工事等。

　　　　融資額　　 申請1件につき5万円以上40万円以内 　　　　融資額　　 申請1件につき5万円以上40万円以内

　　　　融資期間　36ヶ月以内 　　　　融資期間　36ヶ月以内

　　　　融資利率　長期プライムレイト＋年利率1％ 　　　　融資利率　長期プライムレイト＋年利率1％

　　　　融資の実行日　毎月10日 　　　　融資受付締切日　毎月6日

　　　　償還方法　　約定返還日（毎月15日）に元金均等償還 　　　　償還方法　　約定返還日（毎月15日）に元金均等償還

　　　　融資形式　証書貸付 　　　　融資形式　証書貸付

【公衆便所整備事業補助金】　事業 　 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　水洗化改造者

　 【ごみ収集ボックス設置補助金】　事業　 【ごみボックス設置補助金】　事業 4 ○新町に移行後速やかに調整する。
　　１３年度　　　１５０，０００円　　設置者 　　１３年度　　　　　７６，４００円　　設置者 　補助要綱等をを整備し、補助対象、補助金額

　等の検討を行う。
　　　　　ボックス1個につき上限30,000円 　　　　　ごみ収集ボックス・カラスネット設置

　　　　　購入価格の30%
　　　　　　（1,000円未満切捨て）

要綱集1093-151

分　　類 橘町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

調整の内容

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

大島町

関係項目

調整の具体的内容

要綱集1093-51

要綱集1093-151

久賀町 東和町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

環境専門部会
【生ごみ処理機購入費補助金】 6 ○廃止の方向で検討する 　
　　１３年度　　　　２２１，０００円（決）　　　設置者
　　１４年度　　　　　３５，０００円（決）　　　設置者

　　　　　生ごみ処理機1個につき上限 20,000円
　　　　　又は購入価格の30%
　　　　　　（1,000円未満切捨て）
 

【ごみ収集売捌き・報償費】　事業 【ごみ収集袋配布・委託料】　事業 【ごみ収集袋売捌補助金】　事業 【ごみ収集売捌き・手数料】　事業 4 新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　９９，１６５円　　販売者 　　１３年度　２，４７５，６８９円　　販売者 　　１３年度　　　７９７，０２５円　　販売者 　　１３年度　　　　５４４，５８８円　　販売者

　　（ごみ収集袋販売販売価格及び販売委託料） 　　（ごみ収集袋販売販売価格及び販売委託料） 　　（ごみ収集袋販売販売価格及び販売委託料） 　　（ごみ収集袋販売販売価格及び販売委託料）

婦人会 小売店 婦人会 自治会
　　　可燃ごみ　　大　  20円／枚 2.25円／枚 　　　可燃ごみ大    20円/枚     7円／枚     3円／枚       可燃ごみ大　　 　20円/袋 　　4円/袋 　　　可燃ごみ大　  20円／枚     2円／枚     2円／枚
　　　可燃ごみ　　小 　 15円／枚 2.25円／枚　　　　可燃ごみ小    15円/枚     7円／枚     3円／枚       可燃ごみ小    　 15円/袋   　3円/袋 　　　可燃ごみ小    15円／枚     2円／枚     2円／枚
　　　廃プラ　　　　大　  20円／枚 2.25円／枚 　　　廃プラ　  大    20円/枚     7円／枚     3円／枚  　   廃プラ    大       20円/袋 　　4円/袋 　　　フラごみ  大　 20円／枚     2円／枚     2円／枚
　　　廃プラ　　　　小    15円／枚 2.25円／枚　　　　廃プラ　  小    15円/枚     7円／枚     3円／枚  　   廃プラ    小       15円/袋 　　3円/袋 　　　フラごみ  小　 15円／枚     2円／枚     2円／枚
　　　網袋　　　　　　 　200円／枚   40円／枚 　　　缶 　　　  　   100円/枚     7円／枚     3円／枚 　　  網袋（赤）         100円/袋 　10円/袋 　　　埋立ごみ（1枚単位販売）     2円／枚     2円／枚

　　　ペットボトル   100円/枚    7円／枚     3円／枚 　　  網袋（青）　　    100円/袋 　10円/袋 　　　　　　　      
　　　埋立ごみ 　　200円/枚     7円／枚     3円／枚 　　  麻袋　　　        200円/袋 　15円/袋 　　　　　　        
　　　金属類　　    200円/枚     7円／枚     3円／枚 　　  土のう袋　　　    50円/袋   　8円/袋  　

【環境パートナーシップ補助金】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　　２０，０００円　　土居地区ボランティアグループ

【環境美化（クリーン作戦等）支援事業】　事業 【環境美化（クリーン作戦等）支援事業】　事業 【環境美化（クリーン作戦等）支援事業】　事業 【環境美化（クリーン作戦等）支援事業】　事業 3 ○活動に対する支援の内容は、統一する
方向で検討する。

①環境美化事業 【目的】 【目的】 【目的】 【目的】
（クリーン作戦等） 　ごみの不法投棄に関して、全町的に環境保全を 　ごみの不法投棄に関して、全町的に環境保全を 　ごみの不法投棄に関して、全町的に環境保全を 　町民一人ひとりがまちをきれいにしようとする認識  各町の特性にあわせ、当分の間現行のとおり

　目指す目的で実施する。 　目指す目的で実施する。 　目指す目的で実施する。 　を持ってもらうよう、毎月6月の環境月間に「町内ク とする。
　リーン大作戦」を実施することにより、不法投棄等 　たたし、活動に対する支援の内容は、統一す
　がなくなり、地域の環境美化が促進されることを 　る方向で検討する。
　期待する。

【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】 【事業概要】
①海水浴前の海岸清掃（担当：公民館） ①大島町クリーン大作戦（大島町コミュニティ推進 ①漁場環境保全総合美化推進事業(経済観光課担 ①クリーン大作戦
　毎年1回久賀町子ども会育成連絡協議会が主催 　会議）。毎年5月の第3日曜日に環境美化を目的 　当）。毎年1回東和町が国庫補助事業で実施して 　毎年1回各区長に依頼し、全住民の参加を呼びか
　で、小中学生と保護者を中心に海の日の行事に 　として、河川、道路等の清掃を全町を上げて実 　いる。各自治会長に依頼し、全住民の参加で海岸 　けて各地域のごみ拾い、側溝の清掃等を実施して
　因みごみ拾いを行っている。 　施している。町がごみは収集し、分別して処理し 　清掃を実施している。収集したごみは町が処理業 　いる収集したごみは、町が収集委託者へ依頼し収
　収集したごみは小さな親切運動会員が町民運動 　ている。 　者に搬入している。 　集している。町から、ごみ袋や乳剤等を提供してい
　場に搬入し、町（教委）が清掃センターへ搬入し 　〈負担割合〉 　〈負担割合〉   る。
　ている。 　ごみ収集袋及び収集運搬処理は町負担。 　海岸のごみ拾いを実施することから手袋・ごみ袋
　〈負担割合〉 　ボランティアとして実施され、保険も町負担。 　等の消耗品を町から支給されている。
　町からごみ袋とごみ運搬車を提供している。 　機材、機具及び軍手は地元負担。
　ボランティアから軽四トラックを提供している。

　　　　　種類 　販売金額 　販売金額

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目

調整の具体的内容

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町

　　　　種類

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

東和町 橘町

販売委託料
　　　　種類 　販売金額

販売委託料
　　　　　種類 　販売金額 販売委託料販売委託料



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

環境専門部会
②各自治会による清掃作業 ②子供会、老人クラブの海岸、河川、道路の清掃 ②河川愛護（建設課担当） ②その他
　ボランティアとして実施。 　　作業 　毎年1回東和町が主催で、各自治会長に依頼し、 　子供会による海岸清掃作業
　回収したごみは各自で久賀町不燃物処理場へ搬 　〈負担割合〉 　全住民の参加での河川の清掃を実施している。 　回収したごみは各自でごみステーションへ搬出。
　入。 　ごみ袋は町支給 　回収したごみは、各自で分別し指定日にステーシ
　〈負担割合〉 　ボランティアとして実施。 　ョンに出す。 　町からはごみ袋を支給。
　町からはごみ袋を支給。 　収集運搬処理は町実施。 　〈負担割合〉
　町から運搬車と草刈機の燃料代を支給。 　軍手、機具は各団体負担。 　河川のごみ拾を実施することからごみ袋等の消耗

　品を町から支給されている。

③老人クラブ ③職員クリーン作戦 ③各自治会・学校・老人クラブ・婦人会・商工会女性
　ボランティアとして実施。 　毎年1回夏に実施している。 　部による清掃作業
　回収したごみは社会福祉協議会で久賀町不燃物 　〈負担割合〉 　ボランティアとして実施。
　処理場へ搬入。 　ボランティアとして実施。 　回収したごみは、各自で分別し指定日にステーシ
　〈負担割合〉 　ごみ袋は町支給。 　ョンに　出す。　
　町からはごみ袋を支給。 　ごみの処理及び運搬車両は町負担。 　〈負担割合〉

　その他は職員組合負担。 　全額各団体負担

④小さな親切運動クリーン作戦 ④その他地域での海岸、河川、道路の清掃作業 ④職員クリーン作戦（総務課担当）
　毎年1回小さな親切運動久賀支部が主催で、全 　〈負担割合〉 　毎年5月の週休日に東和町役場職員、社会福祉
　住民の参加を呼びかけ清掃美化の一環として 　ごみ袋及び軍手は町支給。 　協議会職員が道路のごみ拾いを実施している。  
　道路等のごみ拾いを実施している。 　保険は町負担。 　〈負担割合〉
　収集したごみは、久賀町不燃物処理場へ会員 　ボランティアとして実施。 　町負担。　　　　　
　が搬入。 　収集運搬処理は町実施。
　〈負担割合〉 　その他機具は地元負担。  
　町からごみ運搬車を提供している。
⑤久賀高校による道路の清掃作業
　月1回、ボランティアとして実施。
　回収したごみは町で久賀町不燃物処分場へ搬入  
　〈負担割合〉
　町からごみ袋を提供している。
⑥婦人会・生涯学習実践委員会・みどりの会
　ボランティアとして実施。国道沿いの花壇の維持
　管理。
　〈負担割合〉
　町からごみ袋を提供している。

調整の具体的内容

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

東和町 橘町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（老人福祉） 【大島郡老人クラブ連合会補助金】　団体 【大島郡老人クラブ連合会補助金】　団体 【大島郡老人クラブ連合会負担金】　団体 【大島郡老人クラブ連合会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、

　　１３年度　　　　４０，０４１円　　郡老人クラブ連合会 　　１３年度　　　　５１，３３６円　　郡老人クラブ連合会 　　１３年度　　　　４３，０４７円　　郡老人クラブ連合会 　　１３年度　　　　　４６，０００円　　郡老人クラブ連合会 随時調整する。
  

【老人クラブ助成金】　団体 【老人クラブ補助（交付）金】　団体 【老人クラブ活動補助金】　団体 【老人クラブ助成事業補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　９６８，９００円　　下記 　　１３年度　２，８９７，０００円　　下記 　　１３年度　２，３８１，７７０円　　下記 　　１３年度　　１，９８４，０００円　　下記 随時調整する。
     　　　単位老人クラブ　46,500円×15クラブ      　　　単位老人クラブ　46,500円×33クラブ      　　　単位老人クラブ　57,600円×32クラブ      　　　単位老人クラブ　43,800円×35クラブ
     　　　町老人クラブ連合会　271,400円      　　　単位老人クラブ　15,000円× 1クラブ      　　　町老人クラブ連合会　538,570円      　　　町老人クラブ連合会　451,000円

     　　　町老人クラブ連合会　1,347,500円

　 【敬老の日等事業・委託料】　事業 【敬老会・委託料】　事業 【敬老会委託補助金】　事業 【敬老会　演芸委託・委託料】　事業 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　１，２５０，０００円　　町社協 　　１３年度　１，３０８，６２５円　　婦人会 　　１３年度　２，３０７，８００円　　各自治会 　　１３年度　　１，５００，０００円　　芸能プロ等

 
【敬老金品（長寿者褒章）】　事業 【敬老金品（長寿者褒章）・報償費】　事業 【敬老金品（長寿者褒章）・補助金】　事業 【敬老祝金品（長寿者賞賜金）・報償費】　事業 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　社会福祉協議会が実施　　下記住民 　　１３年度　２，１２３，５００円　　　下記住民 　　１３年度　３，１２２，０００円　　下記住民 　　１３年度　　２，３０６，０００円　　下記住民
　　　　記念品（商品券） 　　　　記念品（商品券等） 　　　　祝い金等 　　　　記念品（商品券等）

　　　　　100歳　　　   3,000円 　　　　　100歳以上  30,000円 　　　　　100歳以上  　        　10,000円 　　　　　100歳以上  　        　10,000円
　　　　　  95歳          3,000円 　　　　　  95歳         15,000円 　　　　　  90歳以上～99歳　　5,000円 　　　　　  90歳以上～99歳　　3,000円
　　　　　  90歳          3,000円 　　　　　  90歳         10,000円 　　　　　  80歳以上～89歳　　3,000円  
　　　　　  85歳          3,000円 　　　　　  85歳           8,000円   
　　　　　  80歳          3,000円 　　　　　  80歳           5,000円   

　　　　　100歳以上  　        　毛布  
　　　　　  88歳                    3,000円 　　　　　  88歳                     銀杯 　　　　　  88歳                     純錫杯 　　　　　  88歳                     金杯
　　　　　  金婚者（50年）    　 記念品 　　　　　  金婚者（50年）        金杯  　　　　　  金婚者（50年）        金杯

　　　　　  65歳以上全員        温泉入浴券

【郡長寿社会対策重点地区推進協議会助成金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　５０，０００円　　郡長社対策重地推進協議会 　　　　（2年で各町持ち回り）　　

【町ゲートボール連合会助成金】　団体 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　３０，０００円　　町ゲートボール連合会

【ゲートボール場整備助成金】　団体 6 　廃止の方向で検討する。
　　１４年度　　　　５０，０００円　　単位老人クラブ

【高齢者生きがいと健康づくり推進事業・委託料】　事業 【高齢者生きがいと健康づくり推進事業・委託料】　事業 【高齢者生きがいと健康づくり推進事業・委託料】　事業 【高齢者生きがい対策事業・委託料】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　１，９８４，０００円　　町社協 　　１３年度　１，４００，０００円　　老人クラブ 　　１３年度　　　６５５，０００円　　老人クラブ 　　１３年度　　２，０００，０００円　　老人クラブ 随時調整する。

　　　内訳は下記の5事業 　　　内訳は下記の5事業
　　　　　　【高齢者スポーツ・健康づくり活動促進事業　150,000円】 　　　　　　【高齢者スポーツ・健康づくり活動促進事業　300,000円】 　
　　　　　　【高齢者文化活動振興事業　　　　　　　　　　205,000円】 　　　　　　【高齢者文化活動振興事業　　　　　　　　　　800,000円】

　　　　　　【三世代交流事業　　　　　　　　　　　　　　　　300,000円】 　　　　　　【老人大学設置運営事業　　　　　　　　　　　 300,000円】

　　　　　　【三世代交流事業　　　　　　　　　　　　　　　 300,000円】

　　　　　　【友愛訪問事業　　　　　　　　　　　　　　　　　300,000円】

東和町大島町 橘町

関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

調整の具体的内容



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（老人福祉） 【橘町園芸サロン】　事業 8895 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　１３年度　　　　　　　　　０円　　町老人クラブ
　　（安下庄園芸サロン・日良居園芸サロン）

【老人作業グループ助成金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　２０，０００円　　第4老人クラブ

【老人敬愛運動推進校活動助成金】　事業 7 　その他（平成15年度廃止）
　　１３年度　　　　８８，０００円　　各小中学校

【離島高齢者福祉対策事業助成金】　事業 【離島高齢者福祉対策事業（渡船料金）助成金】　事業 【離島高齢者福祉対策事業助成金】　事業 2 ○東和町の例により調整する。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　笠佐島高齢者 　　１３年度　　　３９７，５４０円　　情島高齢者 　　１３年度　　　　２８，８００円　　浮島高齢者
　　　　利用料　1時間当たり147円 　　　　助成額　1往復渡船料　520円 　　　　助成額　1往復渡船料　600円 　　　　助成額　1往復渡船料　全額

　　　　対象者　生活管理指導員派遣事業の利用料を無料にする。 　　　　対象者　65歳以上通院者、老人ディサービス利用者、 　　　　対象者　生きがいディサービス利用者、 　　　　対象者　65歳以上通院者、老人ディサービス利用者、 

　　　　       　　はり･きゅう等施術者、各検診受診者 　　　　       　　検診は臨時便で対応 　　　　       　　はり･きゅう等施術者、各検診受診者 

【津海木長寿社会対策重点地区活動補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１４年度　　　　５０，０００円　　津海木地区

【高齢者はり・きゅう等施術費助成金・扶助費】　事業 【はり・きゅう等施術助成・扶助費】　事 5601 【高齢者はり、灸等助成金】　事業 3911・21 【高齢者はり、灸等施術費助成】　事業 2 ○東和町の例により調整する。
　　１３年度　　　６１１，８００円　　高齢被施術者 　　１３年度　　　６３５，０００円　　高齢被施術者 　　１３年度　　　４４４，８００円　　高齢被施術者 　　１３年度　　　　３７８，８００円　　高齢被施術者  
　　　　助成額　1術のみ1回700円　2術併用　1回800円 　　　　助成額　1術のみ1回700円　2術併用　1回800円 　　　　助成額　1術のみ1回700円　2術併用　1回800円 　　　　助成額　1術のみ1回700円　2術併用　1回800円 　　　　助成額　1術のみ1回700円　2術併用　1回800円

　　　　利用回数　1ヶ月4回以内　年48回 　　　　利用回数　年48回 　　　　利用回数　年60回 　　　　利用回数　年48回 　　　　利用回数　年60回

　 3976
　 【訪問入浴等利用者助成金（在宅生活支援給付金）】　事業 【訪問入浴利用者助成金（在宅生活支援給付金）】　事業 6 　廃止の方向で検討する。　

　　１３年度　　　　　　　　　０円　　訪問入浴利用者 　　１３年度　　　２７４，１８３円　　訪問入浴利用者

【デイサービス利用者補助金】　事業 6 　廃止の方向で検討する。　
　　１３年度　２，６７９，６００円　　ディサービス利用者

【緊急通報装置設置助成金・扶助費】　事業 【緊急通報装置設置事業・使用料及び賃借料】　事業要綱集　779 【緊急通報装置設置事業・使用料】　事業 3942 【緊急通報装置設置事業・役務費】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　　　５９３，２５０円　　ひとり暮らし老人等 　　１３年度 　　４９９，３８０円　　ひとり暮らし老人等 　　１３年度 　４，３４４，２００円　　ひとり暮らし老人等 　　１３年度 　　６００，０００円　　ひとり暮らし老人等 　　利用者負担、月500円。
　　　　　利用者負担　1月　   580円 　　　　　利用者負担　1月　   580円 　　　　　利用者負担　1月　   300円 　　　　　利用者負担　1月　1,000円

【老人福祉電話設置事業】 事業 【老人福祉電話設置事業】　事業 要綱集　803【老人福祉電話設置事業・工事請負費】　 3913 【老人福祉電話設置事業・役務費】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　高齢者 　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　高齢者 　　１３年度 　　　１６，０６５円　　高齢者 　　１３年度 　　　１０，０００円　　高齢者

【愛のベル設置事業】　事業 【老人愛のベル設置事業】　事業 3918 【愛のベル設置事業・役務費】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　高齢者 　　１３年度 　　　　　　　　０円　　高齢者 　　１３年度 　　２７７，０００円　　高齢者 随時調整する。

【高齢者食生活改善事業】　事業 【高齢者食生活改善事業】　事業 【高齢者食生活改善事業】　事業 【高齢者食生活改善事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度 　　１７９，０４７円　　高齢者 　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　高齢者 　　１３年度 　　５２９，０９０円　　高齢者 　　１３年度 　１，６０５，０００円　　高齢者

【町食生活改善推進協議会補助金】　団体 【町食生活改善推進協議会補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　町食生活改善推進協議会 　　１３年度　　　　　９３，０００円　　町食生活改善推進協議会 随時調整する。

【町健康生活推進協議会・委託料】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度 　　３５０，０００円　　町健康生活推進協議会 随時調整する。

東和町 橘町

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町 調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会 3931
（老人福祉） 【心配ごと相談・委託料】　事業 【心配ごと相談・委託料】　事業 【高齢者地域支援体制整備事業・委託料】　事業 【心配ごと相談・委託料】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。

　　１３年度 　　 　８０，０００円　　高齢者 　　１３年度 　　１００，０００円　　高齢者 　　１４年度 　　 　６０，０００円　　高齢者 　　１５年度 　　　２１０，０００円　　高齢者
　　１５年度 　　 １９２，０００円　　高齢者

【給食サービス促進事業・委託料】　事業 【ふれあい型給食・委託料】　事業 【ふれあい給食・委託料】　事業 【配食サービス事業（ディ併用）・委託料】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　３，７８８，０００円　　高齢者 　　１３年度 ３，９６７，６００円　　高齢者 　　１３年度 　１，６５８，０００円　　高齢者 　　１３年度 １，１０５，０００円　　高齢者
　　　　委託料　1食当たり　750円　 　　　　委託料　1食当たり　650円　 　　　　委託料　1食当たり　400円　 　　　　委託料　1食当たり　820円　 　　　　委託料　1食当たり　650円　
　　　　利用者負担　月8回夕食　300円　 　　　　利用者負担　月2回昼食　350円　 　　　　利用者負担　年10回昼食　200円　 　　　　利用者負担　月20回昼食　400円　 　　　　利用者負担　月　（未定）回　昼食　300円　

【給食サービス支援型事業・委託料】 【高齢者等毎日給食サービス事業・委託料】　事業 3946 【配食サービス事業（単独型）・委託料】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　２，３４１，３００円　　高齢者 　　１３年度２５，０００，０００円　　高齢者 　　１３年度　　４，７１２，０００円　　高齢者
　　　　委託料　1食当たり　650円　 　　　　委託料　1食当たり　650円　 　　　　委託料　1食当たり　600円　
　　　　利用者負担　週3回昼食　350円　 　　　　利用者負担　週7回昼食　300円　 　　　　利用者負担　週1～週3回昼食　300円　

　　　（橘町ふれあいかんころ楽園）

【高齢者生きがい活動支援通所事業・委託料】　事業 2-1683 【ふれあいディサービス事業・委託料】　事業 要綱集　671 【生きがい活動支援通所事業・委託料】　事業 3958（3960） 【高齢者生きがい活動支援通所事業・委託料】　事業 8911 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　５，４６０，５００円　　高齢者 　　１３年度 ７，３５９，０００円　　高齢者 　　１３年度 ８，７６９，０００円　　高齢者 　　１３年度　　６，６９５，０００円　　高齢者
　　　　　　　委託料　1回　2,500円　社協　1回　3,000円　慈光福祉会 　　　　　委託料　1回　3,000円　さつき会 　　　　　委託料　1回　3,000円　白寿苑 　　　　　委託料　1回　2,800円　町社協 　　　　　委託料　単独型　1日8,000円　1人3,000円
　　　　　利用者負担　週1回　1回300円 　　　　　利用者負担　週1回　1回200円 　　　　　利用者負担　週2回　1回700円 　　　　　利用者負担　月2回　1回200円 　　　　　　　　　　 併設型　                1人3,000円

　　　　　（入浴　200円　給食　400円） 　 　　　　　（入浴　200円　給食　400円） 　　　　　利用者負担　週2回　1回200円
　　　　　（入浴　200円　給食　400円）

要綱集　763
【訪問理美容サービス事業・委託料】　事業 【訪問理髪サービス事業補助金】　事業 【訪問理美容サービス事業】　事業 3963 【訪問理美容サービス事業・役務費】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　　　　２６，０００円　　ねたきり老人等 　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　ねたきり老人等 　　１３年度 　　　４０，０００円　　ねたきり老人等 　　１３年度 　　１２０，０００円　　ねたきり老人等
　　　　1回当たり　2,000円　利用回数　制限無し 　　　　1回当たり　2,000円　利用回数　2回 　　　　1回当たり　2,000円　利用回数　2回 　　　　1回当たり　2,000円　利用回数　3回 　　　　1回当たり　2,000円　利用回数　制限無し

【高齢者理髪サービス助成金・扶助費】　事業 2-1797 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　３９０，４００円　　80歳以上高齢者
　　　　1回当たり　800円　利用回数　年4回以内

【寝具乾燥消毒等サービス事業・委託料】　事業 【寝具洗濯乾燥消毒サービス事業助成事業補助金】　事業 【寝具洗濯乾燥消毒等サービス事業・委託料 3951 【寝具乾燥消毒等サービス事業・役務費】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　　　２２３，３８５円　　ひとり暮らし老人等 　　１３年度 　　　　　　　　　　０円　　ひとり暮らし老人等 　　１３年度 　　　　３，５００円　　ひとり暮らし老人等 　　１３年度 　　２００，０００円　　ひとり暮らし老人等
　　　　個人負担　1枚当たり　100円　利用回数　年2回 　　　　個人負担　経費の1割　上限7,000円　　利用回数　年2回 　　　　個人負担　無料　利用回数　年2回 　　　　個人負担　無料　利用回数　年1回 　　　　個人負担　無料　利用回数　年2回　上限10,000円

【ふれあい保健地区育成支援事業・委託料】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　６００，０００円　　痴呆老人を支える会 随時調整する。
　　　（ふれあいサロン）

【デイサービスセンター運営事業補助金】　団体　 7 　その他（平成15年度廃止済）
　　１３年度　５，７４２，８１８円　　４ヶ所　　町社協
　　１４年度１０，０００，０００円　　４ヶ所　　町社協
    　　　　 （油田苑・和田苑・東和町在宅老人ディサービスセンタ－・山王苑）

 

【友愛訪問活動促進事業・委託料】　事業 【友愛訪問活動促進事業・委託料】　事業 【友愛訪問活動促進事業・委託料】　事業 【友愛訪問活動促進事業・委託料】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　　　１２０，０００円　　町社協 　　１３年度　１，０２０，０００円　　町社協 　　１３年度　　　７００，０００円　　町老人クラブ 　　１３年度　　　　３００，０００円　　町老人クラブ
　　　 友愛訪問員  27名 　　　 友愛訪問員　34グループ　1グループ30,000円 　　　 友愛訪問員 100グループ　1グループ 7,000円 　　　 友愛訪問員  24グループ

要綱集　457-123

東和町

要綱集　751

橘町

要綱集　457-123

調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（老人福祉） 【高齢者外出支援サービス事業・委託料】　事業 【外出支援サービス事業・委託料】　事業 【生活管理指導短期宿泊送迎援助事業】　事業 【外出支援サービス事業・委託料】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。

　　１３年度　１，６３２，０００円　　生きがいディ利用者等 　　１３年度　　　６６１，９５０円　　生きがいディ利用者 　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　施設利用者 　　１３年度　　　　９３７，０００円　　生きがいディ利用者

　　　 委託料 1人1回 1,000円　利用者負担　無料 　　　 委託料 1回 3,200円及び1人当たり250円　利用者負担　無料 　　　 委託料 1人1回 620円　利用者負担　無料 　　　 委託料 1人1回 800円　利用者負担　無料 　　　 委託料　町内　1回3,200円 1人当たり250円
　　　 　　　　　　町外　1回5,000円
　　　 利用者負担　無料

　　　 【生活管理指導員派遣事業・委託料】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。
　 　　１３年度　１，４９７，９３０円　　高齢者

　　　委託料　　　　1時間当たり　1,470円 　　　委託料　　　　介護保険生活援助の95％
　　　利用者負担　1時間当たり 　 147円 　　　利用者負担　1割

【生活管理指導短期宿泊事業】　事業 【生活管理指導短期宿泊事業・委託料】　事業 要綱集　447 【生活管理指導短期宿泊事業・委託料】　事業 3920 【生活管理指導短期宿泊事業・委託料】　事業 2 ○久賀町の例により調整する。　
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　高齢者 　　１３年度　　　　８３，８２０円　　高齢者 　　１３年度 　　　３８，１００円　　高齢者 　　１３年度　　　　２４０，０００円　　高齢者
　　　 委託料　　　　1日当たり　3,810円 　　　 委託料　　　　1日当たり　3,810円 　　　 委託料　　　　1日当たり　3,810円 　　　 委託料　　　　1日当たり　3,810円 　　　 委託料　　　　1日当たり　3,810円
　　　 利用者負担　:原則年7日以内　1日当たり　380円 　　　 利用者負担　原則半年7日以内　1日当たり　38１円 　　　 利用者負担　原則年7日以内　1日当たり　380円 　　　 利用者負担　原則年7日以内　1日当たり　38１円 　　　 利用者負担　:原則年7日以内　1日当たり　380円

　 【軽度生活援助事業・委託料】　事業 3933 【軽度生活支援事業・委託料】　事業 7 　その他
　 　　１３年度 　　２５４，４００円　　高齢者 　　１３年度　　１，１０６，０００円　　高齢者 　　　（生活管理指導員派遣事業へ移行）

　　　　委託料　1時間当たり　800円　利用者負担　80円 　　　　委託料　1時間当たり　720円　利用者負担　80円

【住宅改修支援事業】　事業 【住宅改修指導事業】　事業  2 　大島町の例により調整する。
　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　高齢者 　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　高齢者

【高齢者在宅生活支給給付金・扶助費】　事業 要綱集1011 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　１，０２０，９１０円　　高齢者
　　　　介護保険制度の訪問介護等の10分の7以内を支給

　　　　（15年7月からは10分の3を支給）

【三世代同居報奨金】　事業 5641 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度 　　　　　　　　　０円　　高齢者

【ふれあいボランティア在宅サービス事業・委託料】　事業 【ボランティア地域介護支援事業・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　７００，０００円　　町社協 　　１３年度　　１，５００，０００円　　町社協

【在宅ねたきり老人等訪問歯科診療事業・委託料】　事業 【ねたきり老人等訪問歯科診療業務・委託料】　事業 【在宅ねたきり老人等歯科診療業務・委託料】　事業 【在宅ねたきり老人等歯科診療事業・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　５２，０００円　　ねたきり老人 　　１３年度 　　１００，０００円　　ねたきり老人　国保会計 　　１３年度　　　　５２，０００円　　ねたきり老人 　　１３年度　　　　　８４，０００円　　ねたきり老人
　　　　事業内容　訪問歯科保健指導　 　　　　事業内容　訪問歯科保健指導　 　　　　事業内容　訪問歯科保健指導　 　　　　事業内容　訪問歯科保健指導　
　　　　利用負担　無料　　 　　　　利用負担　無料　　 　　　　利用負担　無料　　 　　　　利用負担　無料　　
　　　　指導費　1人　16,000円　　 　　　　指導費　1人　16,000円　　 　　　　指導費　1人　16,000円　　 　　　　指導費　1人　16,000円　　

【家族介護者交流事業・報償費】　事業 【家族介護者交流事業・報償費】　事業 【家族介護者教室・委託料】　事業 【家族介護支援対策事業・役務費】　事業 3 　新たに制度等を創設する。
　　１３年度　　　　４６，０４６円　　家族介護者 　　１３年度　　　１３２，３３５円　　家族介護者 　　１３年度　　　　２００，０００円　　家族介護者 　　１３年度　　　　　　９０,０００円　　家族介護者

【ねたきり老人等介護見舞金・扶助費】　事業 要綱集　761【ねたきり老人等介護見舞金・扶助費】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　１，３４０，０００円　　ねたきり老人等 　　１３年度　１，４２０，０００円　　ねたきり老人等
　　　　年額　　15,000円 　　　　年額　　20,000円

東和町 調整の具体的内容橘町

　　１９　補助金・交付金等の取扱い協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目

久賀町 大島町

要綱集1083-401

分　　類

調整の内容



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（老人福祉） 【家族介護用品助成金・扶助費】　事業 【家族介護用品支給事業・委託料】　事業 要綱集　741【家族介護用品給付・扶助費】　事業 【介護用品支給・扶助費】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。

　　１３年度　　　３８９，０５４円　　家族介護者 　　１３年度　１，２３３，９８５円　　家族介護者 　　１３年度　１，８５６，０８０円　　家族介護者 　　１３年度　　１，２００，０００円　　家族介護者
　　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 　　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 

　　　　　　支給額　年72,000円　　内容　紙おむつ、尿とりパット等 　　　　　　支給額　年72,000円　　内容　紙おむつ、尿とりパット等 　　　　　支給額　年100,000円　　内容　紙おむつ、尿とりパット等 　　　　　支給額　年100,000円　　内容　紙おむつ、尿とりパット等 　　　　　支給額　年 75,000円　　内容　紙おむつ、尿とりパット等 

【家族介護者慰労金・報償費】　事業 【家族介護者慰労金事業】　事業 要綱集761の4 【家族介護者慰労金・扶助費】　事業 【家族介護慰労事業・扶助費】　事業　 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　家族介護者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　家族介護者 　　１３年度　　　２００，０００円　　家族介護者 　　１３年度　　　　６００，０００円　　家族介護者 　 　
　　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 　　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 　　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 　　　　　　要介護4又は5の在宅高齢者　非課税世帯の家族 

　　　　慰労金　年　100,000円 　　　　慰労金　年　100,000円 　　　　慰労金　年　100,000円 　　　　慰労金　年　100,000円
2-1690 3977・46

【高齢者等紙おむつ助成金・助成金】　事業 【高齢者等紙おむつ助成事業・委託料】　事業 【高齢者等紙おむつ助成事業・扶助費】　事業 【高齢者等紙おむつ助成事業・扶助費】　事業 2 　久賀町の例により調整する。
　　１３年度　　　４６６，７８３円　　高齢者等 　　１３年度　１，００２，９２６円　　高齢者等 　　１３年度　２，３１８，９６４円　　高齢者等 　　１３年度　　２，１００，０００円　　高齢者等 　 　
　　　　支給額　1月　3,000円 　　　　支給額　1月　3,000円 　　　　支給額　1月　3,000円 　　　　支給額　1月　5,000円 　　　　支給額　1月　3,000円

【高齢者日常生活用具給付費・扶助費】　事業 【日常生活用具給付事業】　事業 要綱集1031 【日常生活用具給付・扶助費】　事業 【日常生活品用具給付事業・扶助費】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。
　　１３年度　　　　９８，３００円　　高齢者 　　１３年度　　　　４４，１００円　　高齢者 　　１３年度　　　２２６，０１２円　　高齢者 　　１３年度　　　　　９２，０００円　　高齢者

　 　　　　給付　電磁調理器、火災報知器、自動消火器 　　　　給付　電磁調理器、火災報知器、自動消火器 　　　　給付　電磁調理器 　　　　給付　電磁調理器、火災報知器、自動消火器
　　　　貸与　福祉電話 　　　　貸与　福祉電話 　　　　貸与　福祉電話 　　　　貸与　福祉電話

　 【高齢者歩行促進事業・扶助費】　事業 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　７４１，２２０円　　高齢者

【介護保険利用者負担軽減給付金・扶助費】　事業 【低所得者利用者負担軽減対策・扶助費】　事業 【訪問介護利用者負担額減免措置事業・扶助費】　事業 【訪問介護低所得利用者負担対策事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　３８０，２８３円　　介護保険利用者 　　１３年度　１，９２２，５２３円　　訪問介護利用者 　　１３年度　１，４６８，５８０円　　訪問介護利用者 　　１３年度　　２，０１３，０００円　　訪問介護利用者 　　（平成14年度から周防大島広域連合に移行）

【社会福祉法人利用者負担軽減対策・扶助費】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　２２４，７２６円　　さつき会

【介護保険つなぎ資金利子補給補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　４００，８３７円　　さつき会

3961・6
【高齢者生活福祉センター和田苑運営事業・委託料】　事業 【高齢者生活福祉センター生活援助員設置運営事業・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　４，０８８，９３６円　　和田苑 　　１３年度　　８，７６４，０００円　　しらとり苑
　　　　居室数　10室 　　　　居室数　10室

【高齢者生活福祉センターしらとり苑施設管理・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　５，５７２，０００円　　しらとり苑

【和田老人福祉センター（楽々亭）運営事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　１９０，０００円　　和田自治会

要綱集 491 3977・37
【やまびこ苑在宅介護支援センター運営事業・委託料】　事業 【大島町在宅介護支援センター運営事業・委託料】　事業 【東和町在宅介護支援センター運営事業・委託料】　事業 【橘町在宅介護支援センター運営事業・直営】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。
　　１３年度　４，９４１，５００円　　在宅介護支援センター 　　１３年度１４，５１２，０００円　　在宅介護支援センター 　　１３年度　５，７４４，６００円　　町在宅介護支援センター 　　１３年度　　９，７３３，０００円　　町在宅介護支援センター 　基幹型は新町の保健福祉部門の所在地で
　　　　形式　地域型　委託先　慈光福祉会 　　　　形式　基幹型　委託先　町社協 　　　　形式　地域型　委託先　白寿苑 　　　　形式　基幹型　町直営 直営とし、他は地域型。

橘町東和町

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の具体的内容

調整の内容

分　　類

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目

久賀町 大島町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会  
（障害者福祉） 【郡身体障害者団体連合会負担金】　団体 【郡身体障害者団体連合会負担金】　団体 【身体障害者事業補助金】　団体 【郡身体障害者団体連合会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、

　　１３年度　　　　１１，１２３円　　郡身障連合会 　　１３年度　　　　１４，２６０円　　郡身障連合会 　　１３年度　　　　１１，９５７円　　郡身障連合会 　　１３年度　　　　１３，０００円　　郡身障連合会 随時調整する。

【身体障害者団体育成事業補助金】　団体 【橘町身体障害者の会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　８０，０００円　　町身体障害者福祉協議会 　　１３年度　　　　　６０，０００円　　橘町身体障害者の会 随時調整する。

【郡手をつなぐ育成会助成金】　団体 【郡手をつなぐ育成会負担金】　団体 【郡手をつなぐ育成会助成金】　団体 【郡手をつなぐ育成会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　１２，５００円　　郡手をつなぐ育成会 　　１３年度　　　　１２，５００円　　郡手をつなぐ育成会 　　１３年度　　　　１２，５００円　　郡手をつなぐ育成会 　　１３年度　　　　　１８，０００円　　郡手をつなぐ育成会 随時調整する。

【橘町手をつなぐ親の会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　２７，０００円　　橘町手をつなぐ育成会 随時調整する。

【郡心身障害者育成連合会親子研修事業・委託料】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　１５，０００円　　郡手をつなぐ育成会 随時調整する。

【町心身障害者育成研修事業・委託料】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　４０，０００円　　町手をつなぐ育成会 随時調整する。

【心身障害者扶養共済事業補助金】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　１６５，０００円　　町社協（町手をつなぐ育成会）

【橘町重度身障者援護事業】　事業 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　１００，０００円　　町身体障害者の会

【身体障害者福祉事業・委託料】　団体 【身体障害者事業補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　１００，０００円　　町身障者協議会 　　１３年度　　　６０，０００円　　町身障者協議会 随時調整する。

【知的障害者福祉事業】　団体 【知的障害者事業補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　８０，０００円　　町手をつなぐ育成会 　　１３年度　　　　３５，０００円　　町手をつなぐ育成会 随時調整する。

2-2609 3713
【精神障害者居宅介護支援事業補助金】　事業 【精神障害者居宅生活支援事業補助金】　事業 【精神障害者居宅介護支援事業補助金】　事業 【精神障害者居宅介護支援事業補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　精神障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　精神障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　精神障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　精神障害者

【知的障害者地域生活援助事業補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　１７３，３５０円　　県手をつなぐ育成会 随時調整する。

【地域心身障害者福祉対策事業補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１８０，０００円　　町手をつなぐ育成会 随時調整する。

4169・155
【身体・知的障害者相談員業務】　事業 【身体・知的障害者相談業務・委託料】　事業 【身体・知的障害者相談業務】　事業 4169・157 【身体・知的障害者相談業務】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　４９，０００円　　身体障害者 　　１３年度　　　　４９，０００円　　身体障害者 　　１３年度　　　　７３，５００円　　身体障害者等 　　１３年度　　　　　７４，０００円　　身体障害者
　　１３年度　　　　２４，５００円　　知的障害者 　　１３年度　　　　２４，５００円　　知的障害者 　　１３年度　　　　　２４，０００円　　知的障害者

橘町

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

東和町 調整の具体的内容分　　類 久賀町

要綱集　809の101 ・ 997の2

　　２４　各種事務事業の取り扱い

調整の内容

協議事項 関係項目

大島町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（障害者福祉） 【重度身体障害者日常生活用具住宅改善費助成事業】　事業 【重度心身障害者住宅改造費】　事業 要綱集　931 【重度身体障害者住宅改造事業・扶助費】　事業 【重度身体障害者住宅改造事業・扶助費】　事業 2 ○久賀町の例により調整する。

　　１３年度　　　５８３，４２０円　　65歳未満身障害者等　　１３年度　　　１６７，６１５円　　重度心身障害者 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　重度心身障害者 　　１３年度　　　　４００，０００円　　重度心身障害者 　　　　対象者　65歳未満の身障者　下肢3級以上等
　　　　対象者　65歳未満の身障者　下肢3級以上等 　　　　　　対象者　65歳未満の身障者、療育手帳Ａ　下肢3級以上等 　　　　対象者　65歳未満の身障者　下肢3級以上等 　　　　対象者　65歳未満の身障者　下肢3級以上等 　　　　助成額　年１回　200,000円以内
　　　　助成額　年１回　200,000円以内 　　　　助成額　年１回　200,000円以内 　　　　助成額　年１回　200,000円以内 　　　　助成額　年１回　200,000円以内

【身体障害者地域活動等活性化事業】　事業 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　２９０，０００円　　身体障害者

【在宅障害者パソコン講師派遣事業】　事業 【障害者パソコン活用促進事業】　事業 【在宅障害者パソコン講師派遣事業】　事業 【在宅障害者パソコン講師派遣事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　９９，０００円　　在宅障害者 　　１３年度　　　４００，０００円　　身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　　

【福祉タクシー助成金・扶助費】　事業 【福祉タクシー利用助成金・扶助費】　事業 要綱集 1001 【福祉タクシー利用助成金・扶助費】　事業 4161 【福祉タクシー券助成金・扶助費】　事業 2 ○久賀町の例により調整する。
　　１３年度　　　　２０，４４０円　　身体障害者 　　１３年度　　　８６１，０３０円　　身体障害者 　　１３年度　　　１６６，３１０円　　身体障害者 　　１３年度　　　　５７３，０００円　　身体障害者 　ただし、80歳以上の高齢者も対象とする。
　　　　対象者　身障1～4級　療育手帳 　　　　 対象者　身障1～3級　療育手帳　80歳以上高齢者 　　　　 対象者　身障1～3級　療育手帳 　　　　 　対象者　身障1～3級　療育手帳 90歳以上高齢者　精障保福手帳 　　　　対象者　身障1～4級　療育手帳　80歳以上高齢者  

　　　　助成額　基本料金　利用回数　年12回 　　　　助成額　基本料金　利用回数　年12回 　　　　助成額　基本料金　利用回数　年24回 　　　　助成額　基本料金　利用回数　年12回 　　　　助成額　基本料金　利用回数　年12回 

【身障者補装具給付金・扶助費】　事業 2-2236 【補装具給付事業・扶助費】　事業 5699の51 【補装具給付・扶助費】　事業 4157・3 【補装具給付】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　１，４９６，７９３円　　身体障害者 　　１３年度　　　７９０，２７１円　　身体障害者 　　１３年度　１，８６６，０３２円　　身体障害者 　　１３年度　　２，１５１，０００円　　身体障害者
　　　　（障害内容等により補装具の交付等が異なる） 　　　　（障害内容等により補装具の交付等が異なる） 　　　　（障害内容等により補装具の交付等が異なる） 　　　　（障害内容等により補装具の交付等が異なる）

要綱集1031 5699の73
【日常生活用具給付金（障）・扶助費】　事業 2-2264 【日常生活用具給付・貸与事業（障）・扶助費】　事業 【日常生活用具給付（障）・扶助費】　事業 4157・11 【日常生活用具給付（障）・扶助費】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　５８３，４２０円　　身体障害者 　　１３年度　　　　１９，６００円　　身体障害者 　　１３年度　　　　９８，４８５円　　身体障害者 　　１３年度　　　　３００，０００円　　身体障害者
　　　　（障害内容、障害等級により用具の給付、貸与が異なる） 　　　　（障害内容、障害等級により用具の給付、貸与が異なる） 　　　　（障害内容、障害等級により用具の給付、貸与が異なる） 　　　　（障害内容、障害等級により用具の給付、貸与が異なる）

【重度身体障害者介助用自動車購入等助成】　事業 【重度身体障害者介助用自動車購入等助成】　事業 【重度身体障害者介助用自動車購入等助成】　事業 【重度身体障害者介助用自動車購入等助成】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　重度身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　重度身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　重度身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　重度身体障害者
　　　補助基準額 　　　補助基準額 　　　補助基準額 　　　補助基準額
　　　　　前年の所得税非課税世帯　８００，０００円 　　　　　前年の所得税非課税世帯　８００，０００円 　　　　　前年の所得税非課税世帯　８００，０００円 　　　　　前年の所得税非課税世帯　８００，０００円
　　　　　前年の所得税課税世帯 　　４００，０００円 　　　　　前年の所得税課税世帯 　　４００，０００円 　　　　　前年の所得税課税世帯 　　４００，０００円 　　　　　前年の所得税課税世帯 　　４００，０００円

【身障者新規学卒者就職支度補助金】　事業 【心身障害者就職支度金】　事業 要綱集　960 【心身障害新規学校卒業者就職支度金】　事業 4159 【身障者新規学卒者就職支度補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　

【重度心身障害者介護見舞金】　事業 【知的障害者特別給付金・扶助費】　事業 要綱集　840 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　３６０，０００円　　重度心身障害者 　　１３年度　　　７６０，０００円　　知的障害者
　　　　支給額　1人当たり　12,000円 　　　　支給額　1人当たり　15,000円

要綱集　471 4169・109
【身障者等ホームヘルプサービス事業・委託料】　事業 【身障者等ホームヘルプサービス事業・委託料】 事業 【身障者等ホームヘルプサービス事業・委託料】 事業 【ホームヘルプサービス事業・委託料】　事業 7 　その他
　　１３年度　　３５１，５６０円　　身体障害者 　　１３年度　２，１９９，５４０円　　身体障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　　１３年度　　２，９６３，０００円　　身体障害者 　　　（平成15年度から支援費制度へ移行）

【ガイドヘルパー委託】　事業 2 　橘町の例により調整する。
　　１３年度　　　　５３９，０００円　　町社協

橘町

調整の内容

調整の具体的内容東和町久賀町

　　１９　補助金・交付金等の取扱い関係項目

大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

分　　類



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（障害者福祉） 【訪問入浴サービス事業・委託料】　事業 【訪問入浴サービス事業・委託料】　事業 要綱集997-4 【重度障害者地域生活支援事業・委託料】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。

　　１３年度　　　　　　　　　 ０円　　重度障害者 　　１３年度　１，０３０，０００円　　重度障害者 　　１３年度　　　　５４０，０００円　　重度障害者
　　１４年度　　　　６０，０００円　　重度障害者
　　　　利用回数　週3回以内
　　　　委託料　1人1回　12,500円 　　　　委託料　1人1回　10,000円 　　　　委託料　1人1回　12,300円 　　　　委託料　       1人1回　12,500円
　　　　利用者負担　無料（原材料費等の実費　200円） 　　　　利用者負担　無料（原材料費等の実費　500円） 　　　　利用者負担　無料（原材料費等の実費　200円） 　　　　利用者負担　1人1回　　1,250円

【ディサービス事業・委託料】　事業 【身体障害者ディサービス事業・委託料】　事業 【身体障害者ディサービス事業】　事業 4169・72 【ディサービス事業・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　身体障害者 　　１３年度　　　７５０，０００円　　身体障害者 　　１３年度　　８２３，９００円　　身体障害者 　　１３年度　　　　１２８，０００円　　身体障害者

【身障者等ショートステイ事業】　事業 【重度身障者短期宿泊事業】 事業 　 【重度身障者短期宿泊事業】 事業 4169・129 【短期入所事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　身体障害者等 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　身体障害者等 　　１３年度　　　　１，１９０，０００円　　身体障害者等 　　１３年度　　　　　７０，０００円　　身体障害者

【心身障害児総合療育機能推進事業】　事業 【柳井地区総合療育事業・委託料】　事業 【総合療育事業・委託料】　事業 【柳井地区心身障害児総合療育機能推進事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　１６，０００円　　心身障害児 　　１３年度　　　　２４，０００円　　心身障害児 　　１３年度　　　　　１８，０００円　　心身障害児 　　１３年度　　　　　２５，０００円　　心身障害児

【心身障害児母子通園訓練事業】　事業 要綱集　951 2 　大島町の例により調整する。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　心身障害児

要綱集　861 4319
【精神障害者小規模作業所通所助成金】　事業 【精神障害者小規模作業所通所助成金】　事業 【精神障害者共同作業所通所奨励金】　事業 【精神障害者共同作業所通所奨励費助成金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　精神障害者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　精神障害者 　　１３年度　　　　９５，８８０円　　精神障害者 　　１３年度　　　　　　６，０００円　　精神障害者
　　　　内容　通所にかかる費用の一部を助成 　　　　内容　通所にかかる費用の一部を助成 　　　　内容　通所にかかる費用の一部を助成 　　　　内容　通所にかかる費用の一部を助成
　　　　助成金　通所1日につき300円 　　　　助成金　通所1日につき300円 　　　　助成金　通所1日につき300円 　　　　助成金　通所1日につき300円

【身障療養施設たぶせ苑施設整備費補助金】　団体 2-1101 【身障療養施設「たぶせ苑」建設負担金】　団体 5111 【身体障害者施設建設助成金】　団体 4308 【身障療養施設「たぶせ苑」建設補助金】　団体 8001 7 ○その他（廃止・単年度事業）
　　１４年度　１，２４６，０００円　　たぶせ苑 　　１４年度　　　８３２，０００円　　たぶせ苑 　　１４年度　　１，４４７，７８０円　　たぶせ苑 　　１４年度　　１，４５１，０００円　　たぶせ苑

2-1101
【身障授産施設山口コロニー施設整備費補助金】　団体 【山口コロニー作業棟改築補助金】　団体 【山口コロニー作業棟・誘楽園改築補助金】　団体 【山口コロニー作業棟改築補助金】　団体 8001 7 ○その他（廃止・単年度事業）
　　１４年度　　　１５１，４３６円　　山口コロニー 　　１４年度　　　　　　　　　０円　　山口コロニー 　　１４年度　　　　８９，７０８円　　山口コロニー 　　１４年度　　　１０４，０００円　　山口コロニー

【ひかり保育園更生施設建設負担金】　団体 7 　その他（廃止・単年度事業）
　　１３年度　　　６１１，０００円　　ひかり保育園

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の具体的内容

関係項目

東和町分　　類

要綱集　997-219

大島町久賀町

協議事項

調整の内容

　　２４　各種事務事業の取り扱い

橘町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（児童福祉） 【三園連絡協議会負担金】　団体 【町保育連盟負担金】　団体 【町保育連盟補助金】　団体 【町保育連盟補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、

　　１３年度　　　　５０，０００円　　三園連絡協議会 　　１３年度　　　　３８，４００円　　町保育連盟 　　１３年度　　　　４８，０００円　　町保育連盟 　　１３年度　　　　１０，０００円　　町保育連盟 随時調整する。
　　　　　　　　　　　　　

【保育所運営指導補助金】　事業 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　２０，０００円　　保育所

【私立保育所保育士研修代替補助金】　事業 2 　東和町の例により調整する。
　　１３年度　　　　６１，２００円　　保育所

【障害児保育事業費補助金】　事業 【障害児保育費】　事業 【障害児保育事業費補助金】　事業 【障害児保育事業費補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　保育園 　　１３年度　１，７９５，９２０円　　小松・源空寺保育園 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　保育園 　　１３年度　　　　８８７，０００円　　安正保育園

【郡母子寡婦福祉連合会負担金】　団体 【郡母子寡婦福祉連合会負担金】　団体 【郡母子寡婦福祉連合会負担金】　団体 【郡母子寡婦福祉連合会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　１２，０００円　　郡母子寡婦福祉連合会 　　１３年度　　　　１２，０００円　　郡母子寡婦福祉連合会 　　１３年度　　　　１２，０００円　　郡母子寡婦福祉連合会 　　１３年度　　　　１２，０００円　　郡母子寡婦福祉連合会 随時調整する。

【橘町母子保健推進協議会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　４２，０００円　　母子保健推進協議会 随時調整する。

【町親クラブ連絡協議会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　　３０，０００円　　母親クラブ連絡協議会 随時調整する。

【母親クラブ活動費補助金】　事業 【母親クラブ活動費補助金】　事業 【母親クラブ活動費補助金】　事業 【母親クラブ活動費補助金】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１８５，０００円　　母親クラブ 　　１３年度　　　３７８，０００円　　母親クラブ 　　１３年度　　　３７８，０００円　　母親クラブ 　　１３年度　　　　１８５，０００円　　母親クラブ 随時調整する。
　　　（14年度で廃止） 　　　（橘町オレンジ母親クラブ）

【地域活動事業補助金　事業 【地域活動事業】　事業 【保育所地域活動事業補助金】　事業 【私立保育所機能強化事業補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　３００，０００円　　保育所 　　１３年度　１，５００，０００円　　私立保育所 　　１３年度　　　７８６，０００円　　保育所 　　１３年度　　１，５００，０００円　　私立保育所

【一時保育促進事業費・委託料】　事業 【幼児一時保育事業・委託料】　事業 要綱集　423 【一時保育サービス事業】　事業 3814 【緊急・一時的保育サービス事業費・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　１８０，０００円　　保護者 　　１３年度　　　３６０，０００円　　保護者　　 　　１３年度　　　　７５，６００円　　保護者 　　１３年度　　　　　７２，０００円　　保護者 　

　　　　利用日数　週3日程度（1月12日以内） 　　　　利用日数　週3日程度（1月12日以内） 　　　　利用日数　週3日程度（1月12日以内） 　　　　利用日数　週3日程度（1月12日以内）

　　　　利用者負担　1日1人当り　1,800円（生保世帯無料） 　　　　利用者負担　1日1人当り　1,800円（生保世帯無料） 　　　　利用者負担　1日1人当り　1,800円（生保世帯無料） 　　　　利用者負担　1日1人当り　1,800円（生保世帯無料）

【すくすく子育て支援事業補助金】　事業 【すくすく子育て支援金・扶助費】　事業 要綱集　291 【すくすく子育て支援事業補助金】　事業 【すくすく子育て支援事業・扶助費】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　１８２，４８０円　　保護者 　　１３年度　　　２２０，１９０円　　保護者 　　１３年度　　　１５４，２３０円　　保護者 　　１３年度　　　　１５０，０００円　　保護者 　　　（保育料の多子世帯軽減に制度変更）

【少子化対策臨時特例補助金】　事業 【チャイルドシートレンタル事業】　事業 【チャイルドシート購入費助成金】　事業 4211 【チャイルドシート購入費助成補助金】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。
　　１３年度　　　２１２，４６５円　　保護者 　　１３年度　　　１１９，７４２円　　保護者 　　１３年度　　　１４２，３４２円　　保護者 　　１３年度　　　　２００，０００円　　保護者
　　　　助成額　10,000円上限　就学前児童 　　　　利用負担　1回　1,470円　1ヶ月以内等 　　　　助成額　10,000円上限　1歳未満児童 　　　　助成額　10,000円上限1歳未満児童 　　　　助成額　10,000円上限
　　　　（平成15年度廃止済）

東和町久賀町 調整の具体的内容

要綱集1091-51

　　２４　各種事務事業の取り扱い

橘町

関係項目

大島町

協議事項

調整の内容

分　　類

　　１９　補助金・交付金等の取扱い



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（児童福祉） 【延長保育推進事業補助金】　事業 【延長保育促進事業委託料】　事業 【延長保育促進事業委託料】　事業 【延長保育促進事業委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　１３年度　　　３００，０００円　　保育所 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　保護者 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　保護者 　　１３年度　　４，８０３，０００円　　保護者

【児童クラブ事業・補助金】　事業 【児童クラブ事業・委託料】　事業 【放課後児童地域支援事業補助金】　事業 【放課後児童地域支援事業（学童保育）・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　２，４２２，８３５円　　１児童クラブ　　 　　１３年度　４，７１０，０００円　　３児童クラブ 　　１３年度　　　７００，０００円　　２児童クラブ等 　　１３年度　　１，５００，０００円　　３児童クラブ

【離島振興対策補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　６０４，０００円　　保護者
　　　　児童の通園にかかる渡船料の助成

【こんにちは赤ちゃん支援事業】　事業要綱集　413 【出産祝金・報償費】　事業（住民課所管） 4045 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　１，４３０，０００円　　出産者 　　１３年度　　１，４５０，０００円　　出産者 　　（乳幼児医療の拡充・ちびっこ医療費助成制度に移行する）

　　　　（第1子 30,000円、第2子 50,000円、 　　　　児童1人につき、50,000円
　　　　 第3子 70,000円、第4子以上 100,000円）

【ちびっこ医療費助成事業】　町単独事業 要綱集　417 3 ○新たに制度等を創設する。
　　１４年度　　３，９３５，０６８円　　保護者  

　　　　・5歳以上から就学前及び小学校1年生から3年生

　　　　までの医療費の一部をを助成（所得制限あり）

　　　　・入院時の食事標準負担額を1日500円助成

　　　　（乳幼児医療費助成制度に上乗分）

【児童手当・扶助費】　事業 2-1536 【児童手当・扶助費】　事業 5401 【児童手当・扶助費】　事業 4171 【児童手当・扶助費】　事業 8359 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり　
　　１３年度　被用者　　　１，９７５，０００円　保護者 　　１３年度　被用者　　２，００８５，０００円　保護者　　１３年度　被用者　　　１，３５０，０００円　保護者 　　１３年度　被用者　　　２，２００，０００円　保護者 新町に引き継ぐ。　
　　１３年度　非被用者　 １，６２５，０００円　保護者 　　１３年度　非被用者　 　　７８０，０００円　保護者 　　１３年度　非被用者　 ２，７０５，０００円　保護者 　　１３年度　非被用者　 ３，９９５，０００円　保護者
　　１３年度　特例給付　 　　２９５，０００円　保護者 　　１３年度　特例給付　 　　５５０，０００円　保護者 　　１３年度　特例給付　 　　２９５，０００円　保護者 　　１３年度　特例給付　 　　９４５，０００円　保護者
　　１３年度　被・就学前・特給　  ２，１６５，０００円　保護者　　１３年度　被・就学前・特給　  ３，７２０，０００円　保護者　　１３年度　被・就学前・特給　　２，１６０，０００円　保護者 　
　　１３年度　非・就学前・特給　  １，０５０，０００円　保護者　　１３年度　非・就学前・特給　  １，０６５，０００円　保護者　　１３年度　非・就学前・特給　　２，４６０，０００円　保護者 　
　　　　　合計　　　　　　 　７，１１０，０００円 　　　　　合計　　　　　　 　８，２００，０００円 　　　　　合計　　　　　　 　８，９７０，０００円 　　　　　合計　　　　　 　　７，１４０，０００円
　　　　第1子・第2子　月額　5,000円　第3子以降　1人10,000円 　　　　第1子・第2子　月額　5,000円　第3子以降　1人10,000円 　　　　第1子・第2子　月額　5,000円　第3子以降　1人10,000円 　　　　第1子・第2子　月額　5,000円　第3子以降　1人10,000円

　

【幼稚園就園援助費補助金】　事業 　（教委会担当） 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　３３，３００円　　就園園児保護者 随時調整をする。

【母子家庭等就学・就職支度金】　事業 【母子入学支度金・扶助費】　事業 【母子家庭等就学就職支度金】　事業　　（住民課担当） 【母子寡婦等就学就職支度金・扶助費】　事業 7 ○その他（廃止）
　　１３年度　　　　７０，０００円　　児童生徒保護者 　　１３年度　　　　５０，０００円　　児童生徒保護者 　　１３年度　　　　７０，０００円　　児童生徒保護者 　　１３年度　　　　１００，０００円　　児童生徒保護者 　　　　（県制度廃止のため）

　　　　助成額　5,000円

【妊娠一般健診・委託料】　事業 【妊娠一般健診・委託料】　事業 【妊婦健康診査・委託料】　事業 【妊婦・乳児健康診査事業費・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　３３１，８６０円　　妊産婦 　　１３年度　　　４４１，９００円　　妊産婦 　　１３年度　　　３３０，８００円　　妊産婦 　　１３年度　　　　８３１，０００円　　妊産婦

【巡回診療業務・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　１，２５０，８００円　　川口医院　　

【育児等健康支援事業・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　２００，０００円　　町母子保健推進協議会

橘町東和町分　　類 久賀町 大島町 調整の具体的内容

調整の内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（児童福祉） 【１ケ月児健診・委託料】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。

　　１３年度　　　１２６，０４０円　　1ヶ月児

【１才６ケ月児3歳児健診・委託料】　事業 【１才６ケ月児3歳児健診・委託料】　事業 【１歳６月児３歳児精密検査・委託料】　事業 【１歳６ケ児３歳児精密検査・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　1.6ヶ月児3歳児 　　１３年度　　　　　１７，４０９円　　1.6ヶ月児3歳 　　１３年度　　　　　７，９９４円　　1.6歳・3歳児 　　１３年度　　　　　１５，０００円　　1.6歳・3歳児

【乳児健診・委託料】　事業 【乳児健診・委託料】　事業 【乳児健康診査・委託料】　事業 【乳児健康診査・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　２９２，４２０円　　乳児　　 　　１３年度　　　２３５，６４０円　　乳児 　　１３年度　　　３２０，３９０円　　乳児 　　１３年度　　　　３２８，８００円　　乳児

【法定予防接種・委託料】　事業 【予防接種・委託料】 【予防接種・委託料】　事業　 4376 【三種混合・麻疹・風疹等予防接種・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　４，０５１，０１０円　　乳・幼児等　　 　　１３年度　８，０３３，２００円　　乳・幼児等　　 　　１３年度　６，２０６，９８０円　　乳・幼児等 　　１３年度　３，３９７，０００円　　乳・幼児等

【法定予防接種補助金】　事業 【法定予防接種補助金】　事業 【三種混合予防接種補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　２０，９８３円　　乳・幼児 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　乳・幼児 　　１３年度　　　　　４５，０００円　　乳・幼児

【基本健診等・委託料】　事業 【基本健診等・委託料】　事業 【基本健診・委託料】　事業 【基本健診（負担事業）・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　３，１６１，３７４円　　受診者 　　１３年度　３，７００，４９１円　　受診者 　　１３年度　３，１０８，５０４円　　受診者　　 　　１３年度　　４，２７５，０００円　　受診者　　

【前島住民健康診断補助金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　１３２，３００円　　前島住民

【ガン検診・委託料】　事業 【ガン検診・委託料】　事業 【胃・乳がん検診ほか・委託料】　事業 【胃・乳がん検診ほか（単独事業）・委託料】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。
　　１３年度　３，７０５，７４４円　　受診者　一般会計 　　１３年度　　　９８４，６４３円　　受診者　一般会計 　　１３年度　４，１８３，９６４円　　受診者 　　１３年度　　２，１６０，０００円　　受診者　　 　　自己負担額の見直し。

　　１３年度　３，７５０，３２９円　　受診者　国保会計

【結核検診・委託料】　事業 【結核検診・委託料】　事業 【結核検診・委託料】　事業 【結核予防レントゲン撮影・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　５６７，１６８円　　受診者 　　１３年度　１，１６２，５６０円　　受診者 　　１３年度　　　８５９，４８８円　　受診者 　　１３年度　　１，２７７，０００円　　受診者　　
　　　　実施場所　町内巡回 　　　　実施場所　町内巡回 　　　　実施場所　町内巡回 　　　　実施場所　町内巡回

　　　　自己負担　無料（検診料は町負担） 　　　　自己負担　無料（検診料は町負担） 　　　　自己負担　無料（検診料は町負担） 　　　　自己負担　無料（検診料は町負担）

【ツ反・ＢＣＧ接種・報償費】　事業 【ツ反・ＢＣＧ接種・報償費】　事業 【ツ反・ＢＣＧ接種・報償費】　事業 【ツ反・ＢＣＧ接種・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　６９８，８４０円　　受診者　　 　　１３年度　　　７５４，５００円　　受診者　　 　　１３年度　　　９５９，４１０円　　受診者　　 　　１３年度　　　　４３３，０００円　　受診者　　
　　　　自己負担　無料 　　　　自己負担　無料 　　　　自己負担　無料 　　　　自己負担　無料

【ツ反・ＢＣＧ接種補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　３７，０００円　　受診者　　

【人間ドッグ一部助成・委託料】　国保特会・事業 【人間ドッグ一部助成・委託料】　国保特会・事業 【人間ドッグ一部助成・委託料】　国保特会・事業 【人間ドッグ一部助成・委託料】　国保特会・事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　４，３５８円　　受診者　　 　　１３年度　　　　　１３，７７８円　　受診者　　 　　１３年度　　　　２１，７８８円　　受診者　　 　　１３年度　　　　　６６，０００円　　受診者
　　　　国保被保険者　40歳から45歳の者 　　　　国保被保険者　40歳から45歳の者 　　　　国保被保険者　40歳から45歳の者 　　　　国保被保険者　40歳から45歳の者

　　　　　　　　　　　　　1件当たり　46,634円　自己負担　4,358円 　　　　　　　　　　　　1件当たり　46,634円　自己負担　4,358円 　　　　　　　　　　　　　　1件当たり　46,634円　自己負担　4,358円 　　　　　　　　　　　　　　1件当たり　46,634円　自己負担　4,358円

【脳ドッグ・委託料】　国保特会・事業 3 ○新たに制度等を創設する。
　　１３年度　１，３５０，０００円　　受診者 　　自己負担額は1割。
　　　　国保被保険者　50歳以上の者

　　　　　　　　　　　　1件当たり　33,000円　　自己負担　1,000円

調整の具体的内容

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町 橘町東和町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

要綱集　1091-38



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
（児童福祉）

【フッ化物塗布】　事業 【フッ化物塗布】　事業 【フッ素塗布助成金】　事業 【フッ化物塗布】　事業 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　２３６，０６０円　　乳・幼児～小学生 　　１３年度　　　１５４，２８０円　　乳・幼児～小学生 　　１３年度　　　　５２，８２０円　　乳・幼児～中学生 　　１３年度　　　　　　　　　　　０円　　乳・幼児～小学生

　　　　対象者　小学生及び保育園児（3歳以上児）で希望者 　　　　対象者　小学生及び保育園児（3歳以上児）で希望者 　　　　対象者　3歳以上児から中学生までの希望者 　　　　対象者　小学生及び保育園児（3歳以上児）で希望者

　　　　個人負担金　1回　290円（要保護及び準要保護者は無料） 　　　　個人負担金　1回　580円 　　　　個人負担金　1回　200円 　　　　個人負担金　1回　150円（生保世帯は無料）

【県東部里親会助成金】　団体 【県東部里親福利厚生助成金】　団体 【県東部里親会負担金】　団体 【県東部里親会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　１０，０００円　　県東部里親会 　　１３年度　　　　１０，０００円　　県東部里親会 　　１３年度　　　　１０，０００円　　県東部里親会 　　１３年度　　　　　１０，０００円　　県東部里親会 随時調整する。

　

【災害弔慰金等支給】　事業 2-1164 【災害弔慰金等支給】　事業 5001 【災害弔慰金等支給】　事業 4251 【災害弔慰金等支給】　事業 8104 1 ○４町に相違がないので、現行のとおり
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　罹災者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　罹災者 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　罹災者 　　１３年度　　　　　　　　　　　０円　　罹災者 新町に引き継ぐ。　
　　　　弔慰金　生計維持者の死亡500万円　その他の死亡250万円 　　　　弔慰金　生計維持者の死亡500万円　その他の死亡250万円 　　　　弔慰金　生計維持者の死亡500万円　その他の死亡250万円 　　　　弔慰金　生計維持者の死亡500万円　その他の死亡250万円

　　　　見舞金　生計維持者の障害250万円　その他の障害125万円 　　　　見舞金　生計維持者の障害250万円　その他の障害125万円 　　　　見舞金　生計維持者の障害250万円　その他の障害125万円 　　　　見舞金　生計維持者の障害250万円　その他の障害125万円

　　　　災害援護資金貸付 　　　　災害援護資金貸付 　　　　災害援護資金貸付 　　　　災害援護資金貸付

【災害罹災者見舞金・扶助費】　事業 5105 【罹災者に対する見舞金・扶助費】　事業 4296 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　１００，０００円　　被災者 　　１３年度　　　　４，４２０，０００円　　罹災者
　　　　死亡2万円　全壊等2万円 　　　　大災害　全壊60万円　半壊30万円　一損2万円

　　　　火災等　全焼  2万円　死亡 2万円

関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町 東和町 調整の具体的内容橘町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会
【郡社協負担金】　団体 【郡社協負担金】　団体 【郡社協補助金】　団体 【郡社協負担金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　１４７，９３０円　　郡社会福祉協議会 　　１３年度　　　１８９，６５８円　　郡社会福祉協議会 　　１３年度　　　１５９，０３４円　　郡社会福祉協議会 　　１３年度　　　１６９，０００円　　郡社会福祉協議会

【町社会福祉協議会運営費補助金】　団体 【町社会福祉協議会補助金】　団体 【町社会福祉協議会運営補助金】　団体 【町社会福祉協議会補助金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度１２，３６０，６３８円　　町社会福祉協議会 　　１３年度２３，９８６，０００円　　町社会福祉協議会 　　１３年度１３，６８０，０００円　　町社会福祉協議会 　　１３年度１３，３７６，０００円　　町社会福祉協議会

【民生・児童委員活動費補助金】　団体 【民生委員活動費補助金】　団体 【民生児童委員協議会補助金】　団体 【民生委員協議会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　２，４１４，８８０円　　民生児童委員協議会 　　１３年度　４，２９７，０００円　　民生児童委員協議会 　　１３年度　４，６７５，７２０円　　民生児童委員協議会 　　１３年度　　２，１８５，０００円　　民生児童委員協議会 随時調整する。
　　　　 民生児童委員　17名　主任児童委員　2名　計19名 　　　　 民生児童委員　31名　主任児童委員　2名　計33名 　　　　 民生児童委員　34名　主任児童委員　2名　計36名 　　　　 民生児童委員　31名　主任児童委員　2名　計33名

【地区民生・児童委員協議会活動事業補助金】　事業 【地区民生委員協議会活動助成事業補助金】　事業 【地区民生委員協議会活動費補助金】　事業 【民生委員活動費補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１３４，０００円　　民生児童委員協議会 　　１３年度　　　２０４，０００円　　民生児童委員協議会 　　１３年度　　　２１８，０００円　民生児童委員協議会 　　１３年度　　２，２８６，０００円　　民生児童委員協議会 随時調整する。

【民生委員研修費負担金】　団体 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　３５，０００円　　福祉課職員

【ボランティア育成事業補助金】　事業　 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　１５０，０００円　　町社協

【朗読ボランティア補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　１６，０００円　　朗読ボランティア 随時調整する。

【手話サークル補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　４８，０００円　　手話サークル 随時調整する。

【住宅改造（リフォーム）ヘルパー・手当】　 2-2230 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　　　　　　０円　　住宅改造ヘルパー

　 【３級ヘルパー養成事業助成金】　事業 6 　廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　２０２，４７７円　　町社会福祉協議会 　

　 【ガイドヘルパー受講補助】　事業 2 　橘町の例により調整する。
　　１３年度　　　　　６０，０００円　　ガイドヘルパー受講者

 
　

【屋代島断酒ゆうなぎの会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　４３，０００円　　ゆうなぎの会 随時調整する。

【献血運動推進協力団体補助金】　団体 【献血運動推進協力団体補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　５，０００円　　献血運動推進協議会 　　１３年度　　　　２８６，０００円　　橘町献血推進協議会 随時調整する。

調整の具体的内容久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

調整の内容

分　　類 大島町 橘町

関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

東和町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

保健福祉専門部会

【岩国人権擁護委員協議会負担金】　団体 【人権擁護委員会負担金】　団体 【岩国人権擁護委員協議会補助金】　団体 【岩国人権擁護委員協議会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　４３，０００円　　岩国人権擁護委員協議会 　　１３年度　　　　５２，０００円　　岩国人権擁護委員会　　１３年度　　　　４６，０００円　　岩国人権擁護委員協議会 　　１３年度　　　　３８，０００円　　岩国人権擁護委員協議会 随時調整する。

【老人福祉センター運営補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　２，９２６，０００円　　老人福祉センター

2-1153
【社会福祉施設整備関係借入金に係る補助金】　事業  【社会福祉施設整備償還金補助金】　事業 4301 【オレンジ苑建設費償還助成】　事業 8001 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　１１２，７００円　　やまびこ苑 　　１３年度　５，４０９，３９０円　　白寿苑（社会福祉事業団 　　１３年度　１３，２０７，０００円　　オレンジ苑

【特別養護老人ホーム建設費元利補給金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　６，９６５，６５０円　　やまびこ苑

【久賀町患者輸送車設置事業】　事業 2-2803 【大島町患者輸送車設置事業】　事業 5841 【東和町患者輸送車設置事業】　事業 3851 【橘町患者輸送車設置事業】　事業 9552 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　　乗車料無料 　　　乗車料無料 　　　乗車料無料 　　　乗車料無料
　　　　（管理・運行その他一切は大島郡国保診療施設組合へ委託） 　　　　（管理・運行その他一切は大島郡国保診療施設組合へ委託） 　　　　（管理・運行その他一切は大島郡国保診療施設組合へ委託） 　　　　（管理・運行その他一切は大島郡国保診療施設組合へ委託）

【情島地区救急患者輸送・委託料】　事業 【浮島地区救急患者輸送・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年７月から実施　　　　　　　救急患者 　　１３年７月から実施　　　　　　　救急患者
　　　　内　容　　　地元漁船等による救急患者輸送 　　　　内　容　　　地元漁船等による救急患者輸送
　　　　委託先　　　自治会長 　　　　委託先　　　区長
　　　　委託料　　　１回　１０，０００円 　　　　委託料　　　１回　１０，０００円
　　　　自己負担　 無料 　　　　自己負担　 無料

【国民健康保険給付】　事業 2-2501 【国民健康保険給付】　事業 6001 【国民健康保険給付】　事業 3701 【国民健康保険給付】　事業 9301 1 ○4町に相違がないので現行のとおり
　出産育児一時金　１３年度　　　９００，０００円　被保険者 　出産育児一時金　１３年度　１，８００，０００円　被保険者 　出産育児一時金　１３年度　１，８００，０００円　被保険者 　出産育児一時金　１３年度　４，５００，０００円　被保険者 新町に引き継ぐ。
　葬祭費　　 　　　１３年度　　　６７０，０００円　被保険者 　葬祭費　　 　　　１３年度　１，０００，０００円　被保険者 　葬祭費　　 　　　１３年度　　　４９０，０００円　被保険者 　葬祭費　　 　　　１３年度　１，０００，０００円　被保険者

金額等 対象者 金額等 対象者 金額等 対象者 金額等 対象者
　療養の給付 　療養の給付 　療養の給付 　療養の給付
　　　一部負担金 3割 国保被保険者 　　　一部負担金 3割 国保被保険者 　　　一部負担金 3割 国保被保険者 　　　一部負担金 3割 国保被保険者

　　　　　3歳未満の乳幼児 2割 国保被保険者 　　　　　3歳未満の乳幼児 2割 国保被保険者 　　　　　3歳未満の乳幼児 2割 国保被保険者 　　　　　3歳未満の乳幼児 2割 国保被保険者

　　　　　70歳以上75歳未満 　 　　　　　70歳以上75歳未満 　 　　　　　70歳以上75歳未満 　 　　　　　70歳以上75歳未満 　
　　　　　　　一般 1割 国保被保険者 　　　　　　　一般 1割 国保被保険者 　　　　　　　一般 1割 国保被保険者 　　　　　　　一般 1割 国保被保険者 　
　　　　　　　一定以上の所得 2割 国保被保険者 　　　　　　　一定以上の所得者 2割 国保被保険者 　　　　　　　一定以上の所得者 2割 国保被保険者 　　　　　　　一定以上の所得者 2割 国保被保険者

　　出産育児一時金 ３００，０００円 国保被保険者 　　出産育児一時金 ３００，０００円 国保被保険者 　　出産育児一時金 ３００，０００円 国保被保険者 　　出産育児一時金 ３００，０００円 国保被保険者 　 　
　　葬祭費 　１０，０００円 国保被保険者 　　葬祭費 　１０，０００円 国保被保険者 　　葬祭費 　１０，０００円 国保被保険者 　　葬祭費 　１０，０００円 国保被保険者 　 　

調整の具体的内容

区分

協議事項

区分

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

区分

東和町 橘町

区分

分　　類 久賀町 大島町

調整の内容

　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

産業経済専門部会
（農業） 【県農家生活改善士会会費助成金】　団体 6 　廃止の方向で検討する。

　　１３年度　　　　１０，０００円　　県農家生活改善士会

【郡指導農業士会活動費負担金】　団体 【大島地区農業士活動補助金】　団体 【大島地区農業士会助成金】　団体 【大島地区農業士活動補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　１８，０００円　　大島地区農業士会 　　１３年度　　　　１８，０００円　　大島地区農業士会 　　１３年度　　　　１８，０００円　　大島地区農業士会 　　１３年度　　　　１８，０００円　　大島地区農業士会

【郡農家生活改善士会活動費負担金】　団体 【大島地区農家生活改善士活動補助金】　団体 【大島地区農家生活改善士会助成金】　団体 【大島地区農家生活改善士活動補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　１８，０００円　　大島地区農家生活改善士会　　１３年度　　　　１８，０００円　　大島地区農家生活改善士会 　　１３年度　　　　１８，０００円　　大島地区農家生活改善士会 　　１３年度　　　１８，０００円　　大島地区農家生活改善士会

【ルーラルフェスタ連絡協議会助成金】　団体 【ルーラルフェスタ連絡協議会助成金】　団体 【ルーラルフェスタ連絡協議会助成金】　団体 【ルーラルフェスタ連絡協議会助成金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　　２００，０００円　　ルーラルフェスタ連絡協議会 　　１５年度　　２００，０００円　　ルーラルフェスタ連絡協議会 　　１５年度　　２００，０００円　　ルーラルフェスタ連絡協議会 　　１５年度　　２００，０００円　　ルーラルフェスタ連絡協議会

【農漁村女性連携会議助成金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　４７，０００円　　農漁村女性連携会議 随時調整する。

【マルトウみかん女性部東京市場研修支援事業補助金】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　２５０，０００円　　マルトウ東和町農協 随時調整する。

【市場流通調査研究活動助成補助金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　　１００，０００円　　ＪＡ山口大島

【認定志向農業者調査研究助成補助金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　　　８０，０００円　　ＪＡ山口大島

【認定農業者規模拡大促進事業補助金】　事業 7 　その他（廃止・単年度事業）
　　１４年度　　　　１３４，０００円　　ＪＡ山口大島
　　　　農地を集積した中核担い手農家への助成金等

　　　　　3年以上  6年未満の利用権期間　10ａ当り   9,000円

　　　　　6年以上10年未満の利用権期間　10ａ当り　18,000円

【認定農業者育成補助金】　町単独事業 【認定農業者支援事業補助金】　町単独事業 【認定農業者研修費助成金】　町単独事業 2 ○大島町の例により調整する。
　　１３年度　　　　５０，０００円　　認定農業者 　　１３年度　　　　３７，５００円　　認定農業者 　　１３年度　　　２５０，０００円　　認定農業者連絡会

【橘町産業振興推進協議会補助金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　３００，０００円　　橘町産業振興推進協議会

【生産団体育成事業費補助金】　団体 【柑橘生産組織育成費補助金】　団体 【柑橘研究同志会補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　５７０，０００円　　久賀町果樹研究同志会 　　１３年度　　　２００，０００円　　ＪＡ山口大島 　　１３年度　　　　２００，０００円　　２柑橘研究同志会

【橘みかんサポーター運営協議会補助金】　団体 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１４年度　　　　２００，０００円　　橘町みかんサポーター運営協議会

【町生活改善連絡協議会活動・委託料】　団体 【生改連協議会補助金】　団体 【町生改連実行グループ連絡協議会助成金】　団体 【橘町生活改善グループ補助金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　９５，１００円　　生改連グループ 　　１３年度　　　２２０，０００円　　生改連協議会 　　１３年度　　　　７６，０００円　　生改連グループ 　　１３年度　　　　１００，０００円　　橘町生改連グループ

調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目

大島町 東和町

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 橘町

要綱集1101-91



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

産業経済専門部会
（農業） 【果樹共済推進補助金】　事業 【果樹共済推進補助金】　事業 【果樹共済掛金補助金】　事業 【果樹共済掛金助成補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　１３年度　　　　４２，１８８円　　果樹共済加入者 　　１３年度　　　　５４，３１３円　　果樹共済加入者 　　１３年度　　　　４３，５３３円　　果樹共済加入者 　　１３年度　　　　２１４，０００円　　果樹共済加入者
　　　　補助率　農業共済掛金の2割 　　　　補助率　農業共済掛金の2割 　　　　補助率　農業共済掛金の2割 　　　　補助率　農業共済掛金の2割

【農業近代化資金利子補給補助金】　事業 2-4023 【農業近代化資金利子補給補助金】　事業 6857 【農業近代化資金利子補給補助金】　事業 4901 【農業近代化資金利子補給補助金】　事業 10506 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　５３，９７７円　　農家 　　１３年度　　　１８９，３７４円　　農家 　　１３年度　　　３３２，５２１円　　農家 　　１３年度　　　　４５８，０００円　　農家

【農業経営基盤強化資金利子補給補助金】　事業 【農業経営基盤強化資金利子補給金】　事 【農業経営基盤強化資金利子補給金】　事業 4929 【農業経営基盤強化資金利子補給金】　事業 3 ○新たな制度等を創設する。
　　１３年度　　　　１２，４９７円　　農家 　　１３年度　　　　     　　　　０円　　農家 　　１３年度　　　　７５，３２１円　　農家 　　１３年度　　　　　　　　　　　０円　　農家

　　　　町利子補給率　0.5％以内 　　　　町利子補給率　0.17％から0.5％以内 　　　　町利子補給率　0.5％以内 　　　　町利子補給率　0.5％以内

【新規就農資金利子補給金】　事業 【新規就農資金利子補給金】　事業 【新規就農資金利子補給金】　事業 4940 【新規就農資金利子補給金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　２，０２８円　　新規就農者 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　新規就農者 　　１３年度　　　　５９，５１８円　　新規就農者 　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　新規就農者

【平成9年産みかん価格下落対策利子補給金】　事業 7 　その他（平成14年度事業終了）
【平成9年産みかん価格下落対策融資特別利子補給補助金】　事業 　　１３年度　　　　　　７，０００円　　柑橘農家 　　　　山口県青果物生産出荷安定基金へ移行

　　１３年度　　　　　４，８４８円　　柑橘農家

【農林漁業振興対策資金助成】　事業 10201 2 ○橘町の例により調整する。
　　１５年度　　　　　　　　　　０円　　農林漁家

【就農円滑化対策事業補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　　２，５２０，０００円　　就農者

【農業生産総合対策事業補助金】　事業 【農業生産総合対策事業補助金】　事業 【農業生産総合対策事業補助金】　事業 【農業生産総合対策事業補助金　（りんごわい化・改植）】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　３，８９７，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　３，４２７，０００円　　柑橘農家 　　１４年度　４，８２２，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　　４，０８３，０００円　　柑橘農家 　　（現在の事業名　ブランド・ニッポン農産物供給体制確立事業）

【産地システム化推進対策事業補助金】　事業 【産地システム化推進対策事業補助金】　事業 【産地システム化推進対策事業補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　柑橘農家 　　１３年度　　　２５０，０００円　　柑橘農家 　　　　上記の農業生産総合対策事業に含む。 　　　　上記の農業生産総合対策事業に含む。

　

【地産・地消対応型園芸産地育成強化対策事業補助金】　事業 【地産・地消対応型園芸産地育成強化対策事業補助金】　事業 【地産・地消対応型園芸産地育成強化対策事業補助金】　事業 【地産・地消対応型園芸産地育成強化対策事業補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　８，９４２，０００円　　柑橘農家 　　１３年度１２，７２２，０００円　　柑橘農家 　　１３年度１２，２６２，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　１０，０００，０００円　　柑橘農家

【みかん経営安定対策事業費補助金】　事業 【経営安定対策事業補助金】　事業 【温州みかん経営安定対策拠出金】　事業 【経営安定対策事業補助金】　事業 7 　その他（廃止・単年度事業）
　　１３年度　１，４１７，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　１，０３０，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　１，１６５，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　　３，２４５，０００円　　柑橘農家 　　　　山口県青果物生産出荷安定基金へ移行

【ベンチャー農山加工業支援事業補助金】　事業 7 　その他（廃止・単年度事業）
　　１４年度　　　　　　　　　　０円　　農家

【中山間地域活性化推進事業助成金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　５８８，７１４円　　農家

調整の具体的内容

調整の内容

　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

橘町大島町 東和町分　　類 久賀町

要綱集1091-51

協議事項

要綱集1135-103



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

産業経済専門部会
（農業） 【わけあり商品販路事業・補助金】　事業 【みかん産地活性化事業・補助金】　事業 【わけあり商品販路事業・補助金】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。

　　１５年度　　　１６６，０００円　　ＪＡ山口大島 　　１５年度　　　１００，０００円　　ＪＡ山口大島 　　１５年度　　　１００，０００円　　ＪＡ山口大島

【彩りの伝統野菜等振興対策事業・補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　　　１５０，０００円　　柑橘農家

【特選ブランドみかん確立事業費補助金】　事業 7 　その他（平成１４年度廃止済）
　　１３年度　　　３６０，０００円　　柑橘農家

【かんきつ高品質対策事業費補助金】　事業 【隔年結果を少なくする樹体育成事業補助金】　事業 【高品質安定生産対策事業補助金】　事業 【柑橘高品質安定生産対策事業費補助金】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　３３３，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　　　５１４，０００円　　柑橘農家 　　１５年度　　　７５０，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　　　　３７５，０００円　　柑橘農家 随時調整をする。

【柑橘優良苗木改・補植事業補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　５５３，０００円　　柑橘農家

　 【病害虫発生予察総合推進事業費補助金】　事業 【病害虫発生予察総合推進事業補助金】　事業 【病害虫発生予察総合推進事業補助金】　事業 【病害虫発生予察総合推進事業補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　３，７８０，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　５，８３９，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　４，０２１，０００円　　柑橘農家 　　１３年度　　４，８４０，０００円　　柑橘農家

【特殊病害虫緊急特別対策事業費補助金】 【かんきつ病害虫特別対策事業補助金】 【特殊害虫撲滅対策事業補助金】　事業 【特殊害虫緊急特別対策事業補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　３８８，０００円　　ＪＡ山口大島 　　１３年度　　　９４３，０００円　　ＪＡ山口大島 　　１３年度　　　３９４，０００円　　ＪＡマルトウ東和町農協 　　１３年度　　　　３８９，０００円　　ＪＡ山口大島

【有害鳥獣駆除（カラス）業務・委託料】　事業 【有害鳥獣（カラス）駆除補助金】　事業要綱集 1241【有害鳥獣駆除（カラス）補助金】　事業 【有害鳥獣駆除（カラス）補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　７，２００円　　駆除隊 　　１３年度　　　　６５，０００円　　駆除隊 　　１３年度　　　　１５，０００円　　猟友会 　　１３年度　　　　　７０，０００円　　猟友会

【有害鳥獣（タヌキ）駆除業務・委託料】　事業 【有害鳥獣（タヌキ）駆除・委託料】　事業 要綱集 1241【有害鳥獣（タヌキ）駆除・役務費】　事業 【有害鳥獣（タヌキ）駆除対策補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　１，０００，０００円　　駆除隊 　　１３年度　　　　１，０００，０００円　　駆除隊 　　１３年度　１，０００，０００円　　駆除隊 　　１３年度　　　　６２０，０００円　　駆除隊

要綱集 1241
【有害鳥獣（イノシシ）駆除業務・委託料】　事業 【有害鳥獣（イノシシ）駆除業務・委託料】　事業 【有害鳥獣（イノシシ）駆除業務・委託料】　事業 【有害鳥獣（イノシシ）駆除業務・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　　　　　　６７０，０００円　　駆除隊 　　１５年度　　　　　　５３３，０００円　　駆除隊 　　１５年度　　　　　　６０３，０００円　　駆除隊 　　１５年度　　　　６１７，０００円　　駆除隊

【有害鳥獣駆除助成金（弾代）】　事業 【有害鳥獣駆除助成金（弾代）】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　５０，０００円　　駆除隊 　　１３年度　　　　　５０，０００円　　駆除隊

【高生産性農業集積促進費補助金】　事業 7 　その他（平成１4年度廃止済）
　　１３年度　２，５００，０００円　　柑橘農家

【軌道運搬施設補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　１５８，６００円　　柑橘農家

【単町農道舗装等助成金】　事業　（施設課担当） 【小規模施設整備事業補助金】　事業 11595 2 　橘町の例を基本に調整する。
　　１３年度　４，１９４，１８６円　　自治会等 　　１３年度　　１，０００，０００円　　農地関係者

　 　

橘町

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い

調整の具体的内容東和町

関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

産業経済専門部会
（農業） 【造林促進事業補助金】　事業 2-4201 【私有林造林等補助金】　事業 要綱集 1203 【造林下刈・事業補助金】　事業 【森林総合整備事業・委託料】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　１３年度　　　１８６，９９０円　　事業実施者 　　１３年度　１，５７７，８６８円　　事業実施者 　　１４年度　　　　　８，３１７円　　事業実施者 　　１３年度　１，９６５，０００円　　事業実施者
　　　　（保育） 　　　　（下刈・除間伐・枝打）

【団地共同森林施業計画費補助金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　２２１，８５０円　　事業実施者

【緑の募金事業】　事業 【緑の募金事業】　事業 【緑の募金事業】　事業 【緑の募金事業】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　　　婦人会の協力のもとに募金活動を実施 　　　　職場募金、家庭募金活動を実施 　　　　職場募金、家庭募金活動を実施 　　　　職場募金、家庭募金活動を実施

【緑の少年隊補助金】　事業 【緑の少年隊補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　緑の少年隊 　　１３年度　　　　２５，０００円　　緑の少年隊

（椋野小、久賀小） 　　　　（屋代小）

【野菜等振興対策事業補助金】　事業 7 　その他（廃止・単年度事業）
　　１３年度　　　１００，０００円　　農家

【酪農振興事業補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　３５０，０００円　　酪農家

【乳用肥育子牛緊急育成促進事業補助金】　事業 7 　その他（廃止・単年度事業）
　　１３年度　　　　４４，４００円　　酪農家

【和牛保留奨励金】　事業 6735 2 　大島町の例により調整する。
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　飼育生産者 　　（放任園対策）

橘町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の具体的内容

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町 東和町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

産業経済専門部会
（漁業） 【漁業近代化資金利子補給金】　事業 2-4301 【漁業近代化資金利子補給金】　事業 6888 【漁業近代化資金利子補給金】　事業 4881 【漁業近代化資金利子補給金】　事業 10822 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。

　　１３年度　　　　　１，５０２円　　資金利用者 　　１３年度　　　　８０，６２５円　　資金利用者 　　１３年度　　　４４７，２０５円　　資金利用者 　　１３年度　　１，２１６，０００円　　資金利用者

【漁業経営維持安定資金利子補給金】　事要綱集 1316 2 　大島町の例により調整する。
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　資金利用者

【生産増強（稚魚放流）補給金】　事業 【水産振興対策事業補助金】　事業 要綱集 1262 【種苗放流事業・】　事業 　 【種苗放流育成事業・原材料費】　事業 3 ○新たに制度等を創設する。
　　１３年度　　　９１６，５００円　　漁業協同組合 　　１３年度　１，３１２，４００円　　漁業協同組合 　　１３年度　３，４５８，３００円　　漁業協同組合 　　１３年度　　４，２４９，０００円　　漁協協同組合 　
　　　　漁協の放流に対し補助（種苗代は全額町負担） 　　　　漁協の放流に対し補助（町8割　漁協2割負担） 　　　　漁協の放流に対し補助（種苗代は全額町負担） 　　　　漁協の放流に対し補助（町9割　漁協1割負担）

　　　　放流魚種　マダイ　ヒラメ　クルマエビ　アワビ 　　　　放流魚種　マダイ　ヒラメ　アワビ　アサリ 　　　　放流魚種　マダイ　ヒラメ　キューセン　クルマエビ　アカウニ 　　　　放流魚種　マダイ　ヒラメ　クルマエビ　ナマコ

【産卵用素焼タコツボ設置事業・原材料費】　事業 【産卵施設設置（素焼タコツボ）事業・原材料費】　事業 【漁業振興推進対策（タコツボ）事業補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　９３６，０００円　　漁業者用 　　１３年度　　1,0００，０００円　　漁業者用 　　１３年度　　　　６００，０００円　　漁業者用 随時調整をする。
　 　　　　総事業費　1,000千円　（県500千円、町250千円、漁協250千円） 　　　　総事業費（決算）　1,101千円　（県550千円、町551千円）

【内海東部地区漁港漁場機能高度化事業】　事業 【内海東部地区漁港漁場機能高度化事業】　事業 【内海東部地区漁港漁場機能高度化事業】　事業 【内海東部地区漁港漁場機能高度化事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　　　４１６，０００円　　県事業負担金 　　１５年度　　　５１２，０００円　　県事業負担金 　　１５年度　１，２５０，０００円　　県事業負担金 　　１５年度　　　６０９，０００円　　県事業負担金

【内海東部地区漁場環境保全創造事業負担金】　事業 【内海東部地区漁場環境保全創造事業負担金】　事業 【内海東部地区漁場環境保全創造事業負担金】　事業 【内海東部地区漁場環境保全創造事業負担金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　１，５３２，０００円　　県事業負担金 　　１５年度　１，５０８，０００円　　県事業負担金 　　１５年度　２，６６７，０００円　　県事業負担金 　　１５年度　１，７７４，０００円　　県事業負担金

【築いそ事業】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１５年度　３，２００，０００円　　漁業者用 　　　　（大規模農道トンネル工事の破石を活用）

【漁業後継者育成対策事業補助金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　５０，０００円　　東和町漁協青年部

【小規模施設整備事業補助金】　事業 11595 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　１，０００，０００円　　地区漁業者

【漁船等リース事業】　事業 【漁船等リース事業】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　２，０００，０００円　　リース利用者 　　１５年度　２，０００，０００円　　リース利用者

産業経済専門部会
（商工業）

【郡観光協会負担金】　団体 【郡観光協会負担金】　団体 【郡観光協会負担金】　団体 【郡観光協会負担金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　５００，０００円　　郡観光協会 　　１３年度　　　５００，０００円　　郡観光協会 　　１３年度　　　５００，０００円　　郡観光協会 　　１３年度　　　５００，０００円　　郡観光協会

【町観光協会助成金及び負担金】　団体 【町観光協会補助金】　団体 【町観光協会補助金】　団体 【町観光協会補助金】　団体 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　助成金　１，９１０，０００円　　町観光協会 　　１３年度　１，８００，０００円　　町観光協会 　　１３年度　　　　　　　　　０円　　町観光協会 　　１３年度　　　　４００，０００円　　橘町観光協会
　　１３年度　負担金　　　２７０，０００円　　町観光協会 　　　（13年12月再設立　14年度から300,000円）
　

調整の内容

協議事項

分　　類 久賀町 大島町 東和町 橘町 調整の具体的内容

　　１９　補助金・交付金等の取扱い　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

産業経済専門部会 　
（商工業） 【観光審議会研修費補助金】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。

　　１３年度　　　２６８，１１３円　　町観光審議会

【商業振興事業費（商工会）補助金】　団体 【商工振興事業（商工会）補助金】　団体 【東和町商工会補助金】　団体 【商工振興対策（商工会）補助金】　団体 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　１，０００，０００円　　久賀町商工会 　　１３年度　　８，５００，０００円　　大島町商工会 　　１３年度　５，６００，０００円　　東和町商工会 　　１３年度　　４，６７２，０００円　　橘町商工会
　　１３年度　　　５３７，０００円　　久賀町商工会
　　　　（一般事業費）

【商工振興対策設備資金助成金】　事業 2-4405 【商工業振興対策設備資金利子補給金】　事業 7077 【商工業振興対策設備資金利子補給金】　事業 4881 【商工業振興対策設備資金利子補給】　事 11031 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　７０，１４５円　　商工業者 　　１３年度　　　１０１，９８２円　　商工業者 　　１３年度　　　　９２，１００円　　商工業者 　　１３年度　　　　　１０，０００円　　商工業者
   　　商工業者等が融資機関から設備資金の融資    　　商工業者等が融資機関から設備資金の融資    　　商工業者等が融資機関から設備資金の融資    　　商工業者等が融資機関から設備資金の融資
  　を受けたときは、予算の範囲内において利子   　を受けたときは、予算の範囲内において利子   　を受けたときは、予算の範囲内において利子   　を受けたときは、予算の範囲内において利子
  　補給を行う。   　補給を行う。   　補給を行う。   　補給を行う。
　　　　利子補給率 　　　　利子補給率 　　　　利子補給率 　　　　利子補給率

　　　　　　設備資金・経営改善資金　　500万円 　　　　　　設備資金・経営改善資金　　500万円 　　　　　　設備資金・経営改善資金　　500万円 　　　　　　設備資金・経営改善資金　　500万円

　　　　　　設備改良資金　　　　　　　　　200万円 　　　　　　設備改良資金　　　　　　　　　200万円 　　　　　　設備改良資金　　　　　　　　　200万円 　　　　　　設備改良資金　　　　　　　　　200万円

　　　　利子補給（対象となる融資最高額） 　　　　利子補給（対象となる融資最高額） 　　　　利子補給（対象となる融資最高額） 　　　　利子補給（対象となる融資最高額）

　　　　　　国・県から助成を受けたもの　年15％以内（対利子額） 　　　　　　国・県から助成を受けたもの　年15％以内（対利子額） 　　　　　　国・県から助成を受けたもの　年15％以内（対利子額） 　　　　　　国・県から助成を受けたもの　年15％以内（対利子額）

　　　　　　設備改良資金の一般融資　年15％以内（対利子額） 　　　　　　設備改良資金の一般融資　年15％以内（対利子額） 　　　　　　設備改良資金の一般融資　年15％以内（対利子額） 　　　　　　設備改良資金の一般融資　年15％以内（対利子額）

【観光施設整備事業補助金】　事業 要綱集 3895 7 　その他（廃止・単年度事業）
　　１３年度　２，０４０，０００円　　商工業者

【山口県観光施設整備資金利子補給金】　事業 4993 【観光施設整備資金利子補給金】　事業 11231 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　９９，６３７円　　商工業者 　　１３年度　　　　　４９，０００円　　商工業者

【商工業者特別融資】　事業 2-4401 【商工業者特別融資】　事業 7078 【商工業者特別小口融資】　事業 11070 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　　　　　　　　　　０円　　制度対象者 　　１５年度　　　　　　　　　　０円　　制度対象者 　　１５年度　　　　　　　　　　０円　　制度対象者
　　　　斡旋資金使途 　　　　斡旋資金使途 　　　　指定金融機関融資の斡旋

　　　　　　運転資金・設備資金 　　　　　　運転資金・設備資金 　　　　斡旋資金の使途　　運転資金及び設備資金

　　　　斡旋貸付金限度額　1,500,000円 　　　　斡旋貸付金限度額　3,000,000円 　　　　貸付限度額　　200万円

【商工業者特別融資保証料補給金】　事業 要綱集 1521 2 ○大島町の例により調整する。
　　１３年度　　　１１７，９７５円　　商工業者
　　　　補給率　保証料額の10割を最高限度とする。

　　　　　斡旋資金使途

【中小企業勤労者小口資金貸付】　事業 【中小企業勤労者小口資金貸付】　事業 要綱集 1401 【中小企業勤労者小口資金貸付】　事業 【中小企業勤労者小口資金貸付】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　１，２２８，０００円　　制度対象者 　　１５年度　１，０００，０００円　　制度対象者 　　１５年度　１，０００，０００円　　制度対象者 　　１５年度　１，６２１，０００円　　制度対象者
　　　　県と町が協調して生活資金の制度融資を行う。 　　　　県と町が協調して生活資金の制度融資を行う。 　　　　県と町が協調して生活資金の制度融資を行う。 　　　　県と町が協調して生活資金の制度融資を行う。

【緊急地域雇用創出特別基金補助】　事業 　 【緊急地域雇用創出特別基金補助】　事業 　 【緊急地域雇用創出特別基金補助】　事業 【緊急地域雇用創出特別基金補助】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１４年度　７，４０２，０００円　　制度対象者 　　１４年度　３，９７５，０００円　　制度対象者 　　１４年度　４，０９５，０００円　　制度対象者 　　１４年度　６，３２８，０００円　　制度対象者
　　　　柑橘園地環境整備事業 　　　　柑橘園地環境整備事業 　　　　柑橘園地環境整備事業 　　　　柑橘園地環境整備事業

　　　　環境保全・美化創出対策推進事業 　　　　臨時講師派遣事業 　　　　小学校教員補助員配置事業

　　　　歴史民族資料館等資料整理分類事業

　 【東和ふるさとセンター運営補助】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度２２，０００，０００円　　東和ふるさとセンター

調整の内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目

調整の具体的内容

　　１９　補助金・交付金等の取扱い

分　　類 久賀町 大島町 橘町東和町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

産業経済専門部会 　
（商工業） 【地域産業人材育成指導事業費補助金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）

　　１３年度　　　　５０，０００円　　商工業者

【商店街活性化対策事業費補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　２８０，０００円　　商工業者

【小規模事業指導費補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　３，４８１，０００円　　商工業者

【インターネット活用情報事業費補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　３０，０００円　　商工業者

【御用聞きシステム事業補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　１，２００，０００円　　商工業者

【バス待合所建設助成金】　団体 4 新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　３９０，０００円　　各自治会

【廃止バス路線代替運行補助金】　事業 要綱集 4101 【廃止路線代替バス運行補助金】　事業 【廃止路線代替バス運行事業負担金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　２，１１０，０００円　大島観光タクシー㈱ 　　１３年度１８，８６１，０００円　　㈱　防長交通 　　１３年度　　１，０００，０００円　　㈱　防長交通

【地方バス路線維持補助金】　事業 【第３種バス路線負担金】　事業 【地方バス路線維持補助金】　事業 【第３種生活路線維持対策補助金】　事業
　　１３年度　２，７３９，０００円　　㈱　防長交通 　　１３年度　　２，９２０，０００円　　㈱防長交通・ＪＲ 　　１３年度　２，７５７，０００円　　㈱　防長交通 　　１３年度　　１，１５１，０００円　　㈱　防長交通・ＪＲ 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。

建設専門部会
【町道舗装等助成金】　事業 【小規模施設整備事業補助金】　事業 11595 3 　新たに制度等を創設する。
　　１３年度　２，９９５，０００円　　自治会等 　　１３年度　　１，０００，０００円　　農業グループ等

【河川愛護助成金】　事業 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　１，３６１，３３７円　　自治会等 随時調整する。

【防犯灯設置費補助金】（建設課）　団体 【防犯灯設置費補助金】（企画課）　団体 3 　新たに制度等を創設する。
　　１３年度　　　　７７，９００円　　各自治会 　　１３年度　　　３７０，６５０円　　各自治会

調整の内容

分　　類 久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

橘町 調整の具体的内容大島町 東和町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

教育専門部会
【郡教育事務協議会負担金】　事業 【郡教育事務協議会負担金】　事業 【郡教育事務協議会負担金】　事業 【郡教育事務協議会負担金】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　１，７７０，０３５円　　郡教育事務協議会 　　１３年度　　２，２６９，３３７円　　郡教育事務協議会 　　１３年度　　１，９０２，９１６円　　郡教育事務協議会 　　１３年度　　２，０１５，０００円　　郡教育事務協議会 　（大島郡教育事務協議会は、合併の日の前日を

　もって当該協議会を解散し、合併の日にすべての
　務及び財産を新町に引き継ぐ。）

【郡教育事務協議会研修会補助金】　事業 【郡教育事務協議会研修会補助金】　事業 【郡教育事務協議会研修会補助金】　事業 【郡教育事務協議会研修会補助金】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　　　３０，０００円　　郡教育事務協議会 　　１３年度　　　　　３０，０００円　　郡教育事務協議会 　　１３年度　　　　　３０，０００円　　郡教育事務協議会 　　１３年度　　　　　３０，０００円　　郡教育事務協議会 　　（同上）

【小・中学校長会・教頭会補助金】　団体 【校長会・教頭会県・郡負担金】　団体 【県・郡小・中学校校長会・教頭会負担金】　団体 【小・中学校長・教頭会負担金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　３０４，３００円　　校長会・教頭会 　　１３年度　　　　３３０，０００円　　校長会・教頭会 　　１３年度　　　　６３９，６００円　　校長会・教頭会 　　１３年度　　　４０２，１００円　　校長・教頭会 随時調整をする。

【県内小中学校長研修助成金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　１３年度 　　　８０，０００円 　校長会 随時調整をする。

【小・中学校教育研究大会補助金】　団体 【小・中学校教育研究事業補助金】　団体 【大島郡学校教育研究大会助成金】　団体 【小学校教育研究会補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　　　　　　０円　　各小・中学校 　　１３年度　　　１２１，０００円　　各小学校 　　１３年度　　　１００，０００円　　郡学校教育振興会 　　１３年度　　　　　７５，０００円　　町内校長会 随時調整をする。

　　１３年度　　　１７５，０００円　　各中学校

【学校教育連絡協議会補助金】　事業 7 ○その他（平成15年度廃止済）。
　　１３年度　　　１２０，０００円　　学校教育連絡協議会 　 　

【へき地教育振興会負担金】　団体 【へき地教育振興会県負担金】　団体 【管内へき地・複式小規模校・負担金】　団体 【管内へき地・複式小規模校教育振興会負担金】　団体 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　１０，６６１円　　当該教育振興会 　　１３年度　　　　１５，９８３円　　当該教育振興会 　　１３年度　　　　　３９，２６６円　　当該教育振興会 　　１３年度　　　　　１５，０００円　　当該教育振興会

【町教育振興会研修・委託料】　事業 【教育課程等研究会補助金】　事業 【町教職員総合研修助成金】　事業 【橘町教職員研修会事業補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１２０，０００円　　町教育振興会 　　１３年度　　　２２０，０００円　　教育課程等研究会 　　１３年度　　　　４７，０００円　　町教職員 　　１３年度　　　　　７０，０００円　　教職員研修会 随時調整をする。

【県中学校進路指導研究大会負担金】　事業 【県中学校進路指導研究大会負担金】　事業 【県中学校進路指導研究大会負担金】　事業 【県中学校進路指導研究大会負担金】　事業 7 　その他（平成14年度大島町で開催のため各町負担）
　　１４年度　　　　５０，０００円　　郡校長会 　　１４年度　　　　５０，０００円　　郡校長会 　　１４年度　　　　５０，０００円　　郡校長会 　　１４年度　　　　５０，０００円　　郡校長会

【生徒指導研修（家庭訪問）助成金（小・中）】　事業 【橘町生徒指導協議会補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１８０，０００円　　各小・中学校 　　１３年度　　　　　５０，０００円　　生徒指導協議会 随時調整をする。

【中学校進路指導・委託料】　事業 【進路定着指導補助金】　事業 【進路指導助成金】　事業 【進路定着指導補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　６０，０００円　　各中学校 　　行事等参加補助金で実施 　　１３年度　　　２１０，０００円　　各中学校 　　１３年度　　　　　１００，０００円　　各中学校 随時調整をする。

【へき地・複式教育研究大会指定校補助金】　事業 7 　その他（平成12・13年度で指定終了）
　　１３年度　　　２５０，０００円　　指定校

協議事項

調整の内容

分　　類 久賀町

　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

橘町 調整の具体的内容大島町 東和町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

教育専門部会
【情報化推進協力校助成金】　事業 【情報教育研究指定校補助金】　事業 6 ○廃止の方向で検討する。
　　１３年度　　　２５０，０００円　　各小学校 　　１３年度　　　　１００，０００円　　郡指定校 　（東和町平成15年度で終了予定、橘町平成14年度で廃止済）

【パソコン教育研修助成金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）
　　１３年度　　　　３０，０００円　　各中学校

【福祉教育（ボランティア体験）助成金（小・中）】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　３００，０００円　　各小・中学校 随時調整をする。

【中高一貫教育助成金】　事業 【中高一貫教育補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　６９８，０００円　　東和中学校 　　１３年度　　　　３７０，０００円　　各中学校

【橘町小中高学校交流研修会補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　６０，０００円　　各小・中学校 随時調整をする。

【小規模校集合交流学習助成金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　３００，０００円　　各小学校 随時調整をする。

【集合学習（職場訪問）助成金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１５０，０００円　　各中学校 随時調整をする。

【連合集団づくり（6校交流運動会）研修助成金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１５０，０００円　　各小学校 随時調整をする。

【児童・生徒野外活動参加補助金】　事業 【体験学習（花いっぱい運動）助成金（小・中）】　事業 【児童・生徒宿泊研修推進事業】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１５０，０００円　　町内小中学校 　　１３年度　　　４９０，５００円　　各小・中学校 　　１３年度　　　　２００，０００円　　各小中学校・地区子ども会 随時調整をする。

　　　　（土居子供会夏季研修事業含む。）

【学習セミナー（青年の家宿泊）助成金】　事業
　　１３年度　　　　７８，０００円　　各中学校

【生活科校外学習助成金（小）】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　５６，０００円　　各小学校 随時調整をする。

【総合的学習研究補助金】　事業 【ふるさと学習助成金（小）】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１００，０００円　　各小中学校 　　１３年度　　　１８７，０００円　　各小学校 随時調整をする。

【学校農園（水田）管理・委託料】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　５０，０００円　　久賀中学校 随時調整をする。

調整の内容

分　　類 久賀町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の具体的内容大島町 東和町 橘町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

教育専門部会
【課外クラブ指導・委託料】　事業 【クラブ活動補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１００，０００円　　中学校 　　１３年度　　　１５６，０００円　　各3中学校 随時調整をする。

【県体等派遣補助金（中体連負担含む）】　事業 【県体等派遣補助金】　事業 【県体派遣補助金】　事業 【県体等派遣補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　１，２１２，４１６円　　各中学校 　　１３年度　１，７０５，９４７円　　各中学校 　　１３年度　１，５００，０００円　　各中学校 　　１３年度　　　７７５，０７９円　　各中学校 随時調整をする。

【出張学習等補助金】　事業 【行事等参加補助金】　事業 【各種大会参加費補助金】　事業 【各種大会出場補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　４，２８０円　　久賀小 　　１３年度　　　４６７，０００円　　各中学校 　　１３年度　　　２５０，０００円　　各小学校 　　県体等派遣補助に掲載 随時調整をする。
　　１３年度　　１２２，８５０円　　椋野小

【中対連選手派遣等補助金】　事業 【駅伝参加経費助成金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の 　
　　県体等派遣補助に掲載 　　１３年度　　　３００，０００円　　各中学校 随時調整をする。

【英語暗誦大会等引率補助金】　事業 【音楽会等参加費助成金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　６，６６０円　　各中学校 　　１３年度　　　３５０，０００円　　各中学校 随時調整をする。

【修学旅行助成金】　事業 7 　その他
　　１３年度　　　１３７，０００円　　情島中学校 　　　（国庫補助事業につき、制度が廃止になれば取りやめ）

【通学費補助金】　事業 2-431 【沖浦小学校スクールバス管理運営】　事業 8363 【遠距離児童通学費補助金】　事業 【児童通学費補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　３３２，７２０円　　児童保護者 　　１３年度　　　　３５，９５５円　　沖浦小中学校 　　１３年度　１，４１８，２３０円　　小学校児童保護者 　　１３年度　２，９５９，０００円　　小学校児童
　　１３年度　１，７１８，６００円　　生徒保護者 　　　（燃料費） 　　１３年度　３，８８３，８００円　　中学校生徒保護者 　　１３年度　　　２５５，０００円　　小学校児童

　　１３年度　　　　３２，３７０円　　情島小学校児童 　　１３年度　　　５２６，０００円　　中学校生徒
　　１３年度　　　　６１，６２０円　　情島中学校生徒

　　　  久賀小学校　前島、白石、大崎の者に定期券交付 　　　　 沖浦小学校　家房、出井の者をバス送迎 　　森野小学校　大小積、和佐、神浦の者に定期券交付　保護者負担100　　　　安下庄小学校　秋、吉浦、大泊、源明、鹿家の者は、バス送迎

　　　　久賀中学校　前島、椋野の者に全額補助 　　城山小学校　下田、地家室、沖家室の1-2年生に定期券全額補助 　　　　安下庄小学校　スポ少参加者にバスカード

　　　　　　　　    　　　白石、大崎2分の1補助 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　3-4年生に定期券補助　保護者負　　　　日良居中学校　浮島の者に渡船定期券 　 　
　　東和中学校　和田、内入、小泊、大小積、和佐、神浦、地家室、沖家室の者に

　　　　　　　　　　　定期券交付　保護者負担200円

　 【スクールバス運行・委託料】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　２，９５９，０００円　　2台・個人に運行委託

【フッ素洗口助成金】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　１６６，０６０円　　小・中学校児童生徒

【生徒ヘルメット購入費補助金】　事業 7 　その他（平成14年度廃止済）。
　　１３年度　　　　　８，６８０円　　中学校生徒

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の内容

分　　類 久賀町 大島町 東和町 橘町 調整の具体的内容



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

教育専門部会
【就学援助費・扶助費】　事業 【就学援助費・扶助費】　事業 【就学援助費（要保護及び準要保護）・扶助費】　事業 【要・準要保護児童就学援助費・扶助費】 3 　新たに制度等を創設する。
　　１３年度　１，１６９，２３０円　　小・中学校児童生徒 　　１３年度　　　２８０，７７１円　　小・中学校児童生徒 　　１３年度　　　２７７，０８５円　　小・中学校児童生徒 　　１３年度　　　　８０５，７９１円　　小・中学校児童生徒

【就学奨励費（特殊教育）】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　５１，７１０円　　小・中学校児童生徒

【学校給食部会事業補助金】 【学校給食部会事業補助金】　事業 【学校給食部会事業補助金】　事業 【学校給食部会事業補助金】　事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　２０，０００円　　共同調理場連絡協議会 　　１３年度　　　　３０，０００円　　学校給食部会 　　１３年度　　　　　２，０００円　　共同調理場連絡協議会 　　１３年度　　　　　２，０００円　　共同調理場連絡協議会

　　１３年度　　　　　２，０００円　　共同調理場連絡協議会

【へき地校牛乳輸送補助金】 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　４５０，０００円　　やまぐち県酪乳業㈱

【へき地校給食用パン輸送補助金】 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　　１０，０００円　　パン製造業者

【教育助成金】　事業 3457 4 ○新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　１，１６０，０００円　　高校生保護者

【奨学金貸与制度】　貸付金　事業 2-435 【奨学資金貸付制度】　 【奨学資金貸付制度】　基金貸付金　事業 規則　3452 【奨学資金貸付制度】　 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　１，００８，０００円　　奨学生 　　公益信託大島町育英奨励基金育英賞 　　１３年度　　２，８８０，０００円　　奨学生 　　橘町奨学金 随時調整をする。

　　　事務局　町教育委員会学校教育課 　　　事務局　町社会福祉協議会

貸与額（月額） 貸与額（月額） 　 貸与額（月額）

　　高校 6,000円 　　高校・専門高等学校 30,000円以内 　　対象者 5,000円
　　大学 20,000円
　○対象者は、向学心に富み、有能な素質を持 　○対象者は、向学心に富み、有能な素質を持ち、
　　つ者で経済的な理由により、修学することが 　　東和町内に住所を有する者で、高校、同等程度
　　困難な者で、本町に住所を有する高校生、本 　　の学校に在学し、経済的な理由により就学が困
　　町出身の大学又は大学に準ずる学校に在学 　　難と認められた者（選考委員会で選考）
　　する学生。（学業成績が優良で、身体強健、 　○返還は卒業後、1年据置き、貸与を受けた期間
　　性向が善良である者） 　　の2倍の期間内に全額を返還。
　○返還は卒業後、1年据置き、その後10年以
　　内に半額を返還。

【郡体育協会負担金】　団体 【郡体育協会負担金】　団体 【郡体育協会負担金】　団体 【郡体育協会負担金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　１，８９０，８２５円　　郡体育協会 　　１３年度　２，４２４，０００円　　郡体育協会 　　１３年度　２，０３２，７７５円　　郡体育協会 　　１３年度　　２，１５３，０００円　　郡体育協会

【町体育協会負担金】　団体 【町体育協会補助金】　団体 【町体育協会助成金】　団体 【町体育協会補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　４００，０００円　　町体育協会 　　１３年度　　　４５０，０００円　　町体育協会 　　１３年度　３，４１０，０００円　　町体育協会 　　１３年度　　１，３５７，０００円　　橘町体育協会 随時調整をする。

　 　
【体育指導委員研修補助金】　事業 4 新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　　　８３，０００円　　体育指導委員

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

大島町

区分

調整の内容

分　　類 久賀町 東和町 橘町 調整の具体的内容

区分 区分



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

教育専門部会
【ガールスカウト山口県第28団補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　１５，０００円　　山口県第28団 随時調整をする。

【スポーツ少年団助成金】　団体 【スポーツ少年団助成金】　団体 【スポーツ少年団助成金】　団体 【橘町スポーツ少年団補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１００，０００円　　町スポーツ少年団 　　１３年度　　　４００，０００円　　町スポーツ少年団 　　１３年度　　　９１２，０００円　　町スポーツ少年団 　　１３年度　　　　３３４，０００円　　橘町スポーツ少年団 随時調整をする。

【青少年健全育成活動・委託料　スポーツ少年団】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　１００，０００円　　町スポーツ少年団 随時調整をする。

【子ども会育成連絡協議会補助金】　団体 【子ども会育成連絡協議会補助金】　団体 【子ども会育成連絡協議会活動補助金】　団体 【橘町子ども会育成連絡協議会補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　８６，０００円　　町子ども会育成連絡協議会 　　１３年度　　　　６０，０００円　　町子ども会育成連絡協議会 　　１３年度　　　２１８，０００円　　町子ども会育成連絡協議会 　　１３年度　　　　１００，０００円　　町子ども会育成連絡協議会 随時調整をする。

【町青少年育成町民会議補助金】　団体 【町青少年育成町民会議補助金】　団体 【町青少年育成町民会議補助金】　団体 【橘町青少年育成連絡協議会補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　１０８，０００円　　町青少年育成町民会議 　　１３年度　　　　１１４，０００円　　町青少年育成町民会議 　　１３年度　　　　１１０，０００円　　町青少年育成町民会議 　　１３年度　　　　１００，０００円　　橘町青少年育成連絡協議会 随時調整をする。

【町ＰＴＡ連合会補助金】　団体 【町ＰＴＡ連合会補助金】　団体 【町ＰＴＡ連絡協議会活動補助金】　団体 【橘町小・中学校ＰＴＡ連合会補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　　８６，０００円　　町ＰＴＡ連合会 　　１３年度　　　　７６，０００円　　町ＰＴＡ連合会 　　１３年度　　　３６０，０００円　　町ＰＴＡ連絡協議会 　　１３年度　　　　　６０，０００円　　橘町小・中学校ＰＴＡ連合会 随時調整をする。

【大島郡連合婦人会負担金】　団体 【郡連合婦人会補助金】　団体　　（担当企画課） 【大島郡連合婦人会負担金】　団体 【大島郡連合婦人会負担金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　３８，０００円　　大島郡連合婦人会 　　１３年度　　　　　３８，０００円　　大島郡連合婦人会 　　１３年度　　　　３８，０００円　　大島郡連合婦人会 　　１３年度　　　　　３８，０００円　　大島郡連合婦人会 随時調整をする。

【婦人会補助金】　団体 【婦人会補助金】　団体 【町婦人会連絡協議会活動補助金】　団体 【婦人会運営補助金】　団体 5 　新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　２５７，０００円　　町婦人会 　　１３年度　３，２４０，４３０円　　町婦人会 　　１３年度　　　５２２，０００円　　町婦人会連絡協議会 　　１３年度　　　　４００，０００円　　町婦人会 随時調整をする。

【ふるさとづくり実行委員会助成金】　団体 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　３，１００，０００円　　ふるさとづくり実行委員会

　　　　（ふれあい祭り含む。）

【健康まつり助成金】　団体　（担当福祉課　国保会計） 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　４５０，０００円　　ふるさとづくり実行委員会

【大島町の文化を高める会補助金】　団体 【橘町の文化を高める会補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　３１０，０００円　　文化を高める会 　　１３年度　　　１，２００，０００円　　橘町の文化を高める会 随時調整をする。

【町民憲章推進費補助金】　事業
　　１３年度　　　２００，０００円　　町民憲章推進委員会

【県無形文化財保護補助金】　事業 【指定文化財保存対策補助金】　事業 【橘町郷土会運営補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　３０，０００円　　なむでん踊り保存会 　　１３年度　　　　　８，０００円　　宗教法人　西長寺 　　１３年度　　　　　３０，０００円　　郷土会 随時調整をする。

【伝統芸能・盆踊り保存会補助金】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
【引山太鼓・なむでん踊り等保存会補助金】　団体 　　１３年度　　　　１００，０００円　　盆踊り保存会 随時調整をする。
　　１３年度　　　　９０，０００円　　盆踊り保存会

【伝統文化同好会・委託料】　団体 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　２２５，０００円　　同好会 随時調整をする。

調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

久賀町 大島町 東和町 橘町

調整の内容

分　　類



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

教育専門部会
【公民館まつり助成金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　　９０，０００円　　３公民館分館 随時調整をする。

【椋野ふるさと文化祭り補助金】　事業 7  その他（平成14年度当該祭り廃止）
　　１３年度　　　１５０，０００円　　実行委員会

【中央公民館管理委託料】 【地区公民館運営補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　４４４，０００円　　上中　一美 　　１３年度　　　　５８０，０００円　　地区公民館 随時調整をする。

【公民館工事補助金】　事業 5 ○新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、
　　１３年度　　　５２４，０００円　　自治会 随時調整をする。

議会事務局
専門部会 【議員研修費負担金】　事業 【議員研修費負担金】　事業 【委員会行政視察助成金】　事業 【各委員会視察研修補助金】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。

　　１３年度　　　３８６，０００円　　久賀町議会 　　１３年度　　　１００，０００円　　大島町議会 　　１３年度　　　８２６，１９８円　　東和町議会 　　１３年度　　　　４２０，０００円　　橘町議会
　　１４年度　１，４４０，０００円　　東和町議会

【各町人会負担金】　事業 【各町人会出席補助金】　事業 4 　新町に移行後、速やかに調整する。
　　１３年度　　　３２２，０００円　　東和町議会 　　１３年度　　　　５８６，０００円　　橘町議会

農業委員会 【農業委員研修補助金】　事業 【農業委員研修補助金】　事業 【農業委員研修視察助成金】　事業 【農業委員研修補助金】　事業 2 　東和町の例を基本に調整をする。
専門部会 　　（補助制度なし　費用弁償） 　　（補助制度なし　費用弁償） 　　１３年度　　　３００，０００円　　農業委員会 　　１３年度　　　　２１０，０００円　　橘町農業委員会

　　１５年度　　　３００，０００円　　農業委員会 　　１５年度　　　　１９５，０００円　　橘町農業委員会

　

調整の具体的内容分　　類 久賀町 大島町

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

東和町 橘町

調整の内容



２　交付金 大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

　○印は、協議会時に参考資料を提出した事項、金額は、１３年度決算額、橘町のみ予算額

調整
分類

　 条例の巻・頁数 条例の頁数 条例の頁数 条例の頁数

産業経済専門部会
（農業） 【中山間地域等直接支払交付金】　事業 【中山間地域等直接支払交付金】　事業 【中山間地域直接支払交付金】　事業 4979・3 【中山間地域等直接支払事業補助金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
 　　１３年度　２，８９７，２６４円　　集落協定団体 　　１３年度１９，５３６，０７７円　　集落協定団体 　　１３年度　２，３７１，８４９円　　集落協定団体 　　１３年度　　６，１８５，０００円　　集落協定団体

　　１５年度　４，６７３，０００円　　集落協定団体 　　１５年度２１，９９９，０００円　　集落協定団体 　　１５年度　３，４５２，０００円　　集落協定団体 　　１５年度　　６，４５０，０００円　　集落協定団体
　　　　耕作放棄の発生防止、多面的機能の確保、地域の 　　　　耕作放棄の発生防止、多面的機能の確保、地域の 　　　　耕作放棄の発生防止、多面的機能の確保、地域の 　　　　耕作放棄の発生防止、多面的機能の確保、地域の

　　　　農業生産維持のため、平成12年度から5年間実施 　　　　農業生産維持のため、平成12年度から5年間実施 　　　　農業生産維持のため、平成12年度から5年間実施 　　　　農業生産維持のため、平成12年度から5年間実施

要綱集 1201の51
【森林整備地域活動支援交付金】　事業 【森林整備地域活動支援交付金】　事業 【森林整備地域活動支援交付金】　事業 【森林整備地域活動支援交付金】　事業 1 ○現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１５年度　　　３００，０００円　　森林所有者 　　１５年度　１，１９７，０００円　　森林所有者 　　１５年度　　　３００，０００円　　森林所有者 　　１５年度　　　３００，０００円　　森林所有者
　　　　平成14年度から実施事業 　　　　平成14年度から実施事業 　　　　平成14年度から実施事業 　　　　平成14年度から実施事業

　　　　積算基礎森林　1ｈａ当り　10,000円 　　　　積算基礎森林　1ｈａ当り　10,000円 　　　　積算基礎森林　1ｈａ当り　10,000円 　　　　積算基礎森林　1ｈａ当り　10,000円

【傾斜農用地等直接支払交付金】　単町事業 1 　現行のとおり新町に引き継ぐ。
　　１３年度　　　　７３，９３０円　　対象農家 　　　　（平成17年度までの実施事業）

 
 

調整の具体的内容

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の内容

橘町

要綱集　1101-38

分　　類 久賀町 大島町 東和町



大島郡合併協議会の調整内容 参考資料

1  現行のとおり新町に引き継ぐ。 5 新町に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整をする。
2 （　　　　　　　）の例により調整する。 6 廃止の方向で検討する。
3 新たに制度等を創設する。 7 その他
4 新町に移行後、速やかに調整する。  

 

調整
分類

　

 
（空白） （空白）  （空白） （空白） （空白）

 

協議事項 　　２４　各種事務事業の取り扱い 関係項目 　　１９　補助金・交付金等の取扱い

調整の具体的内容分　　類 久賀町 大島町 東和町 橘町

調整の内容




