
合 併 協 定 書

平成１６年７月２８日

新 見 市
大 佐 町
神 郷 町
哲 多 町
哲 西 町





１ 合併の方式

新見市、阿哲郡大佐町、同郡神郷町、同郡哲多町及び同郡哲西町を廃止し、その区域

をもって新しい市を設置する新設（対等）合併とする。

２ 合併の期日

合併の期日は、平成１７年３月３１日とする。ただし、国及び岡山県の市町村合併支

援プランに基づく財政支援の適用が延長された場合は、平成１７年４月１日とする。

３ 新市の名称

新市の名称は、新見市とする。

４ 新市の事務所の位置

新市の本庁舎は、新見市の現庁舎とし、本庁舎の位置は、新見市新見３１０番地の３

とする。

また、現在の各町役場を支局とし、大佐支局の位置は、阿哲郡大佐町小阪部１５０９

番地、神郷支局の位置は、阿哲郡神郷町下神代３９３６番地、哲多支局の位置は、阿哲

郡哲多町本郷２４６番地の４、哲西支局の位置は、阿哲郡哲西町矢田３６０４番地とす

る。なお、本庁舎の中に新見支局を置く。

５ まちづくり条例の制定

まちづくり条例の制定については、別添「新見市まちづくり基本条例」を合併と同時

に即時制定し施行する。

６ 議会議員の定数及び任期の取扱い

地方自治法第９１条第１項に定める新市の議会議員の定数は、２４人とする。

新市の設置後最初に行われる選挙につき、公職選挙法第１５条第６項及び公職選挙法

施行令第９条の規定を適用し、新見市、大佐町、神郷町、哲多町及び哲西町の区域によ

り選挙区を設けるものとし、各選挙区において選挙すべき定数は、新見市１２人、大佐

町３人、神郷町３人、哲多町３人、哲西町３人とする。

議会の議員の報酬は、次のとおりとする。ただし、新市において速やかに特別職報酬

等審議会に諮問する。

議長 月額４３５，０００円

副議長 月額３６５，０００円

議員 月額３４０，０００円



７ 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

農業委員会については、合併時に１つに統合する。

新市の農業委員会の選挙による委員の定数は２５人とし、選挙区を設けることとす

る。なお、選挙区の数及び各選挙区の定数については、新市において調整する。

ただし、市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第１号の規定を平成１７年７

月１９日まで適用するものとする。適用を受ける選挙による委員は２５人とし、新見市

農業委員会から１２人、大佐町農業委員会から３人、神郷町農業委員会から３人、哲多

町農業委員会から４人、哲西町農業委員会から３人をそれぞれ互選により選出するもの

とする。

選任による委員のうち議会推薦委員は、１人とする。

８ 地方税の取扱い

１市４町で差異のないものについては、現行のとおり市税として新市に引き継ぎ、差

異のあるものについては、次のとおりとする。

(1) 法人市民税の法人税割の税率は、１００分の１４．７とする。

(2) 専ら雪上を走行するものの軽自動車税の税率は、２，４００円とする。

(3) 個人市民税の普通徴収の第１期納期は６月１日から同月３０日までとし、固定資

産税の第１期納期は４月１日から同月３０日まで（評価替年は５月１日から同月３

１日まで）とし、軽自動車税の納期は５月１日から同月３１日までとする。

(4) 都市計画税は、１００分の０．２で課税し、納期は固定資産税と同一とする。

(5) 鉱産税は、標準税率で課税し、納期は毎月１５日から末日までとする。

(6) 入湯税は、標準税率で課税し、納期は毎月１５日までとする。

(7) 前納報奨金については、報奨率を１００分の０．５とし、報奨限度額を１０万円

とする。

(8) 納税貯蓄組合奨励金については、廃止する。

(9) 督促手数料については、督促状１通につき１００円とする。

９ 一般職の職員の身分の取扱い

１市４町の一般職の職員については、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。

職員数については、新市において速やかに定員適正化計画を策定し、定員管理の適正

化に努める。

職員の職名、職階及び任用については、人事管理及び職員の処遇の適正化の観点から

合併時に調整し、統一を図る。また、新たな人事システムを創設する。

給与については、国家公務員の制度を基本として調整し、新市において格差を是正す

る。

１０ 新市建設計画

新市建設計画については、別添「新市建設計画」に定めるとおりとする。



１１ 財産及び債務の取扱い

新見市、大佐町、神郷町、哲多町及び哲西町の所有する財産、公の施設及び債務につ

いては、すべて新市に引き継ぐものとする。

財産区有財産については、財産区有財産として新市に引き継ぐものとする。

１２ 特別職の身分の取扱い

常勤の特別職及び行政委員会等の委員の設置、人数、任期及び報酬については、次の

とおりとする。

、 、 、 、(1) 市長 助役 収入役 教育長及び行政委員会等の委員の身分の取扱いについては

法令の定めるところによる。

(2) 職務執行者については、新市の市長が選出されるまでの間、１市４町の首長の中

から選定する必要があるため、１市４町の首長が合併期日までに別に協議して定め

る。

(3) 新市における監査委員は、２名とする。

(4) 新市における公平委員会は、岡山県に事務委託する。

(5) 新市の常勤の特別職の給料は、次のとおりとする。ただし、新市において速やか

に特別職報酬等審議会に諮問する。

市長 月額８６０，０００円

助役 月額６９５，０００円

収入役 月額６３０，０００円

教育長 月額６３０，０００円

職務執行者 月額６９５，０００円

(6) 新市の行政委員会等の委員の報酬は、次のとおりとする。ただし、新市において

速やかに特別職報酬等審議会に諮問する。

教育委員会 委員長 月額７５，０００円

委員 月額６４，０００円

選挙管理委員会 委員長 月額３４，３００円

委員 月額３０，０００円

監査委員 識見 月額８１，２００円

議会 月額３７，０００円

農業委員会 会長 月額４４，０００円

委員 月額３５，５００円

固定資産評価審査委員会 委員 日額 ６，７００円



非常勤の特別職（行政委員会等の委員を除く ）の設置、人数、任期及び報酬につい。

ては、 次のとおりとする。

(1) 新市における審議会、委員会等の附属機関は、次のとおり取り扱うものとする。

① 現に１市４町で設置されていて、新市において引き続き設置する必要のあるも

のは、原則として統合する。

② いずれかの市町に設置されているもの、あるいは新たに設置する必要があるも

のは、合併時までに調整する。

③ 人数及び任期は、現行の制度をもとに調整する。

④ 報酬の額は、次のとおりとする。ただし、新市において速やかに特別職報酬等

審議会に諮問する。

選挙長 １回１０，７００円

開票管理者 １回１０，７００円

投票管理者 １回１２，７００円

期日前投票管理者 １回１１，２００円

投票立会人 １回１０，８００円

期日前投票立会人 １回 ９，６００円

選挙立会人 １回 ８，９００円

開票立会人 １回 ８，９００円

国民健康保険運営協議会委員 １回 ６，７００円

その他審議会等の委員 １回 ６，７００円

(2) 消防団員の報酬は、次のとおりとする。

団長 年額１２９，０００円

副団長 年額 ７９，０００円

分団長 年額 ６９，０００円

副分団長 年額 ４８，０００円

部長 年額 ３５，５００円

副部長 年額 ３５，５００円

班長 年額 １７，５００円

団員 年額 １４，０００円



(3) 調査員、嘱託員等その他の特別職で、新市において引き続き設置する必要のある

、 、 。 、ものは 現行の人数及び任期をもとに調整し 新市において新たに設置する また

報酬については、次のとおりとする。

地方公務員法第３条第３項第３号に該当する特別職 予算に定める額

１３ 条例、規則等の取扱い

条例、規則等については、合併協議会で協議、確認された各種事務事業等の調整内容

に基づき 「阿新地域合併に関する条例・規則等の整備方針」により、新たに整備する、

ものとする。

阿新地域合併に関する条例・規則等の整備方針

新見市、大佐町、神郷町、哲多町及び哲西町の合併は新設合併であるため、新市

の発足とともに１市４町の条例、規則等はすべてその効力を失うこととなる。

そのため、新市において新たに条例、規則等を制定し、施行させる必要がある。

新市の条例、規則等の制定に当たっては、阿新地域合併協議会で協議・確認され

た各種事務事業等の調整内容に基づき、次の区分により整備するものとする。

＜施行方法による区分＞

１ 即時施行（合併期日からすぐに施行しなければならないもの）

(1) 条例

（ ） 、合併と同時に職務執行者 地方自治法施行令第１条の２ の専決処分により

即時制定し施行する （地方自治法第１７９条第１項）。

専決処分後、最初の議会において報告し、承認を求める （同条第３項）。

(2) 規則、規程等

合併と同時に制定権者（職務執行者）の職権により、即時制定し施行す

る （地方自治法第１５条第１項）。

２ 漸次施行（合併後、逐次制定・施行するもの）

(1) 職務執行者の専決処分による制定になじまないもの（議案提出権がない条

例、市長の政策判断に係る条例、各行政委員会の規則等 。）

(2) 新市発足時には必要ないが、合併後、逐次制定し、施行するもの。

３ 暫定施行（一定の地域に暫定的に施行する必要があるもの）

新市の条例、規則等が制定されるまでの間の暫定措置として、従来その地域に

施行されていた条例、規則等を新市の条例、規則等として引き続き施行させ

る （地方自治法施行令第３条）。

４ 合併時廃止（合併時に廃止するもの）



１４ 事務組織及び機構の取扱い

事務組織及び機構については、住民サービスが低下しないよう十分配慮し、次の事項

を基本として整備するものとする。

(1) 市民に分かりやすいこと

(2) 簡素で効率的かつ機能的であること

(3) 地域の実情に即した政策を効果的に展開できること

(4) 社会経済情勢、行政需要、政策課題等の変化に柔軟かつ弾力的に対応できること

(5) 市民の声に速やかに対応できること

１５ 一部事務組合等の取扱い

、 、 、阿新広域事務組合については 合併の前日をもって解散し 合併の日にすべての事務

事業、財産及び債務を新市に引き継ぐものとする。また、阿新広域事務組合の一般職の

職員は、新市の職員として身分を引き継ぐ。

岡山県消防補償等組合、岡山県市町村税整理組合、岡山県市町村職員退職手当組合及

び岡山県市町村職員互助組合については、合併の前日をもって当該組合から脱退し、新

市において合併の日に当該組合に加入する。

岡山県市町村非常勤職員公務災害補償組合については、合併の前日をもって当該組合

を脱退する。

事務委託については、関係団体と協議し、合併の日までに調整する。

財団法人岡山県教育職員互助組合については、会員掛金の半額を新市において負担す

る。

１６ 公社等の取扱い

新見市土地開発公社については、新市に引き継ぐ。

第３セクターについては、新市に引き継ぐ。なお、その設立又は運営に各市町が深く

関与している第３セクターについては、各市町が第３セクターの協力を得て業務運営、

、 。あり方等の検討を行い 必要に応じ適切な措置を講じた上で新市に引き継ぐものとする

１７ 使用料、手数料等の取扱い

施設等使用料については、設備、建設年度等が異なり、また、その使用料が地域に定

着していることを考慮し、原則として現行のとおりとする。ただし、同一又は類似する

施設の使用料については、可能な限り調整する。

手数料については、新市における一体性の確保を図るとともに、住民負担の公平性の

観点から、原則として統一を図る。



１８ 公共的団体等の取扱い

公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確立するため、各団体の経緯、実

情等を尊重しながら、整理統合に向け、調整に努めるものとする。

(1) 各市町共通の団体について

① 新市との一体性を保つため、それぞれの団体の理解と協力を得ながらできる限

り合併時に統合できるよう調整に努める。

② 統合に時間を要する団体については、将来の統合に向け検討が進められるよう

調整に努める。

(2) 各市町独自の団体について

原則として現行のとおりとするが、新市全体の均衡が保てるよう調整に努める。

１９ 補助金、交付金等の取扱い

補助金、交付金等については、従来からの経緯や実績を踏まえ、それぞれの地域特性

を尊重しつつ、公共的必要性、有効性、公平性の観点及び行財政改革における補助金、

交付金等の見直しの視点に立って、その事業目的及び効果を総合的に判断し、新市全体

の活力が増大するよう次の方向で調整する。

(1) 団体に係るもの

① １市４町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、関係団体の理解

と協力を得て統一の方向で調整に努める。

② １市４町において独自の補助金、交付金等については、制度の経緯、従来から

の実績及び地域特性を踏まえ、新市全体の均衡を保つよう調整に努める。

(2) 事業に係るもの

① １市４町で同一あるいは同種の補助金、交付金等については、制度の統一化に

向け調整に努める。

② １市４町において独自に実施している補助金、交付金等については、それぞれ

の地域特性及び事業の実績を踏まえ、新市全体の均衡を保つよう調整に努める。

２０ 町名・字名の取扱い

字の区域については、従前のとおりとする。

町・字の名称については、次のとおりとする。

(1) 新見市においては、現行のとおりとする。

(2) 大佐町及び神郷町においては 「阿哲郡大佐町大字」を「新見市大佐」に 「阿、 、

哲郡神郷町大字」を「新見市神郷」にそれぞれ置き換える。

(3) 哲多町及び哲西町においては、現行の大字名から「大字」を削除し 「阿哲郡」、

を「新見市」に置き換える。



２１ 慣行の取扱い

市章については、新市において新たに定める。

市の木、市の花及び市の鳥については、新市において新たに定める。

市民憲章については、新市において新たに制定する。

宣言については、新市において新たに検討する。

２２ 国民健康保険事業の取扱い

国民健康保険税については、新市における一体性の確保及び住民負担の公平性の観点

から合併以降最初の賦課期日をもって統一を図るものとする。

(1) 賦課期日 ４月１日

(2) 納 期 ７月を第１期とした３月までの計９期とし、仮算定を廃止し、７月

１５日の本算定のみとする。

(3) 賦課方式 所得割、均等割及び平等割の３方式とする。

(4) 税 率 急激な住民負担増に配慮して、３年を限度に財政支援措置を講ずる

こととし、各年度の税率（医療分）については、次のとおりとする。

区分 所得割 均 等 割 平 等 割

１年目 ７．８％ ２３，０００円 １８，０００円

２年目 ８．２％ ２４，０００円 １９，０００円

３年目 ８．７％ ２６，０００円 ２０，０００円

ただし、軽減措置の適用が受けられる範囲に収まるよう税率を調整

することができる。

(5) 納税貯蓄組合奨励金及び督促手数料は、地方税の取扱いの例による。

国民健康保険運営協議会の定数については、被保険者代表３人、保険医又は保険薬剤

師代表３人、公益代表３人及び被用者保険等代表３人の１２人とする。なお、選任に当

たっては、地域性を考慮する。

国保財政調整基金又はこれに相当する基金については、２億４，８００万円を新市に

引き継ぐものとする。

出産育児一時金については、１件当たり３０万円とし、葬祭費については、１件当た

り５万円とする。

高額医療費貸付事業については、高額療養費相当額の９０％以内を貸し付けることと

する。ただし、その額が１万円未満の場合は貸付を行わない。

保健事業は、新市移行後も当分の間現行どおりとし、随時調整する。ただし、国保ド

ックについては、実費の７割を補助するものとする。

国民健康保険無受診家庭表彰については、合併時に廃止する。

国保直営診療所の運営については、現行のまま新市に引き継ぐ。



２３ 消防団の取扱い

消防団については、合併時に統合する。

新見市消防団の中部分団、南部分団、東部分団、北部分団及び西部分団については、

そのまま分団として引き継ぎ、大佐町消防団、神郷町消防団、哲多町消防団及び哲西町

消防団については、それぞれ分団とし、９分団に再編する。

施設・機械器具については、現行のまま新市に引き継ぐ。

２４ 地域審議会の取扱い

地域審議会については、新市の特色ある地域の創造をめざし、住民自治のまちづくり

を実現するため、住民と行政の協働による分権分散システムの実践と、支局地域の行政

施策を包括的に協議する地域審議会を条例により設置する。

名称は 「新見地域審議会 「大佐地域審議会 「神郷地域審議会 「哲多地域審議、 」、 」、 」、

会 「哲西地域審議会」とする。」、

地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づく設置条例は、合併と同時に即時制定

し施行する。

主な協議事項は、次のとおりとする。

(1) 新市建設計画の変更、執行状況等

(2) 新市の基本構想、各種計画等の作成、変更等

(3) 特色ある行政施策の企画・立案・推進

(4) 地域振興のための基金の運用

(5) 支局の予算編成

(6) 住民の行為等が規制される地域の指定

(7) 公共施設の設置、管理運営

(8) 市長からの諮問事項

、 、 、新見地域審議会は２４人以内 他の地域審議会は１５人以内とし それぞれ公募委員

。 、 、 、 、地区代表委員で構成する なお 公募は自薦 団体推薦によるものとし 公募委員数は

。 、 、 。各地域審議会それぞれ３分の１以上とする また 委員の取扱いは 次のとおりとする

（ 。） 。(1) 支局の所管区域内に住所地を置く２０歳以上の者 永住外国人を含む とする

(2) 任期は２年とし、原則として連続３期までとする。

(3) 地区代表委員は、所属する地区から推薦された者とする。

(4) 市議会議員は、執行機関をチェックする立場にあることから委員としないことと

する。

(5) 委員は、新市長が委嘱する。

開催頻度は、月１回以上とする。

報酬は、年額３万円とし、費用弁償は、会議出席のための実費を支給する。

各市町において現在設置されている附属機関のうち、新市移行後も各支局において特

に設置が必要なものは、地域審議会が包含する。



２５ 支局の取扱い

、 、支局については 地域の個性が発揮される住民主体のまちづくりを推進するとともに

分権分散システムの基盤を確立し、地域の課題を現地で解決する総合事務所とする。

権限は、次のとおりとする。

(1) 地域の振興に関する企画立案・調整

(2) 支局の予算編成、本庁予算編成への参画

(3) 市長からの権限委譲による予算執行及び事務処理

支局と本庁の業務の基本的区分は、次のとおりとする。

(1) 支局の業務は、住民の利便性の高い業務、住民の参加機会の多い業務、地域の特

定課題・需要等に関する業務、現場に関する業務とし、主な業務は次のとおりとす

る。

① 総合窓口業務

② 地域福祉、地域保健、地域医療の推進

③ 生涯学習の推進

④ 地域におけるコミュニティの推進

⑤ 上下水道の維持管理、道路等の地域内建設事業の実施

⑥ 地域内の農林業等の振興

⑦ 公共施設の管理運営

⑧ 地域審議会の運営

⑨ その他地域振興に関する業務

(2) 本庁の業務は、新市での統一性、整合性が必要な業務、本庁での実施が効率的な

業務、対外的な業務とし、主な業務は次のとおりとする。

① 人事、財政等の管理業務

② 新市全体の企画、調整業務

③ 国際化、情報化、課税、国民健康保険・介護保険等、統一的に行うべき業務

④ 消防、短大等、広域事務組合で既に一体的に行っている業務

⑤ 議会、監査委員、教育委員会等の事務局業務

⑥ 出納業務

支局長は、地域審議会の機能を充実させることにより、一般職とする。

支局が所管する区域は、旧市町の区域とする。なお、区域境等の地域の取扱いについ

ては、地域住民の利便性等を考慮しながら、地域住民とともに関係する支局において検

討する。

支局の予算案は、本庁の予算案と併せ、市長、助役、収入役、支局長で構成する予算

編成会議での協議を経て、市長が決定し議会に提案する。なお、予算編成方法について

は、次のとおりとする。

(1) 市長は、合併後１０年間、全予算枠のうち次に掲げる事業を本庁で優先に予算編

成を行い、残る予算枠を合併協定内容、標準財政規模等を参考にして、各支局に配

分する。



① 人件費、扶助費、公債費等の義務的経費

② 上下水道、各種施設、道路等の整備事業のうち国・県補助事業、起債事業等に

より実施する事業

③ 新市で一体となって推進するイベント等のソフト事業

(2) 支局に配分される予算枠は一般財源ベースとし、各支局は国・県補助事業、市長

が認めた起債事業等を活用して予算規模を拡大することができる。なお、具体的な

配分基準は合併までに、各首長が協議して定める。

(3) 各支局長は、地域審議会と協議を行い、支局で行う新規事業、独自事業等の予算

編成を行う。

、 、 、市民センター 支所等の取扱いは 支局の出先機関として現行のまま新市に引き継ぎ

将来の市民センター、支所等のあり方は拡大、縮小、廃止を含め、地域住民とともに各

支局において検討する。

各地域の実情に合った事業を実施するため、各支局に「地域づくり振興基金」を設置

する。

(1) 主な使用目的は、次のとおりとする。

① 各種イベント・行事に要する経費

② 各種地域づくり団体等への助成に要する経費

③ その他地域の独自施策の実施に要する経費

(2) 使用決定は、地域審議会の発議に基づき、地域審議会が審議を行い、その意思を

最大限尊重して支局長が決定する。

(3) 基金原資・積立は、合併特例債等を活用し、積立方法は、将来の財政計画を検討

しながら決定する。

(4) 最大基金総額は、２７億５，０００万円とする。

(5) 本庁と支局の配分比率は５０％とし、支局への配分は標準財政規模により行い、

本庁の基金は特別事情等により支局への再配分も考慮する。

２６ 各種事務事業の取扱い

２６－１ 男女共同参画推進事業

男女共同参画推進事業については、新市において計画を策定し、男女共同参画社会の

実現に努める。

２６－２ 姉妹都市、国際交流事業

姉妹・友好都市交流については、新市に引き継ぎ、国際交流事業の推進に努める。

２６－３ 電算システム事業

電算システムについては、住民サービスの向上を図るため、合併時に電算システムを

統合し、ネットワークシステムにより運用する。

単独業務処理システムについては、新市において充実、整備する。



２６－４ 広報広聴関係事業
広報広聴関係事業については、広く市民の意見を聴き、市民に分かりやすい情報提供

に努めるものとする。
(1) 広報紙については、新市において統合し、毎月１日に発行する。
(2) ホームページについては、合併時に再編し、新市において開設する。
(3) 防災行政無線、電光掲示板等を利用した広報については、新市移行後も当分の間
現行どおりとし、随時調整する。

(4) 市勢要覧については、新市移行後、速やかに作成する。
(5) 報道関係に関する対応については、合併時に統合する。
(6) 行政相談業務については、現行のまま新市に引き継ぐ。
(7) その他広聴関係事業については、合併時に再編する。

２６－５ コミュニティ施策
行政地区については、現行のまま新市に引き継ぐ。
地区総代・区長報酬及び行政地区補助金については、新市において地域交付金として

統合する。
集会所の建設、修繕等については、新市において補助金交付制度に統一する。
地域づくり支援事業については、合併時に新たな制度を創設する。

２６－６ 防災関係事業
防災関係事業については、災害時に備え、平素から防災意識の高揚と防災体制の整備

に努めるものとする。
(1) 防災会議については、合併時に新たに設置し、新市において地域防災計画を策定
する。

、 、 。(2) 防災行政無線については 新市移行後も当分の間現行どおりとし 随時調整する
(3) 消防水利については、新市において引き続き整備する。
(4) 指定避難所、総合防災システム及び自主防災組織については、現行のまま新市に
引き継ぐ。

(5) その他防災関係事業については、新市移行後、速やかに調整する。

２６－７ 交通関係事業
交通安全啓発事業については、新市において統一する。
交通指導員については、新市において設置する。
交通安全施設については、新市において引き続き整備する。
交通傷害共済については、合併時に廃止する。
交通安全用具の支給については、新市において統一する。
防犯灯については、新市において引き続き整備する。
鉄道・空港の利便性の向上と利用促進については、現行のまま新市に引き継ぐ。
地方バス路線等維持対策については、全面委託を視野に入れながら、できるだけ早い

時期に制度、運行体系、料金の検討等を行い、地域の基幹交通機関として住民の利便性
を確保する。

２６－８ 窓口業務
、 、 、窓口業務については 住民の利便性向上のため 電算システムを統合することにより

どの支局においても住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄・抄本の交付等のサービスが提供
できるよう窓口体制の充実を図る。



２６－９ 保健衛生事業
予防接種事業、結核予防事業及び乳幼児医療費助成事業については、現行のまま新市

に引き継ぎ、県内医療機関のほか、日南病院、東城地区医師会及び東城地区歯科医師会
に所属する医療機関等でも受診できるよう調整に努める。
不妊症対策支援事業については、新市において実施する。

２６－１０ 健康づくり事業
健康づくり事業については、従来の疾病の二次予防（検診による早期発見・早期治

療 、三次予防（疾病が発症した後に必要な治療）から一次予防（生活習慣を改善して）
発病予防）に重点を置いた総合的な健康づくり運動を推進する。
(1) 健康日本２１行動計画については、新市移行後、速やかに策定する。
(2) 健康福祉まつりについては、新市移行後、速やかに調整する。
(3) 健康相談及び健康教育については、自分に見合う健康づくりを選び継続できるよ
う、相談・生活指導・運動指導ができる体制の充実を図る。

(4) 生活習慣病予防事業については、健康問題に対する意識啓発を積極的に行い、元
気寿命創造プロジェクトを導入するなど、一人ひとりの主体的健康づくり活動を社
会全体として支援するための具体的な環境づくりを推進する。

(5) 地域包括ケアについては、現行のまま新市に引き継ぐこととし、医師会等の協力
を得ながら地域包括医療体制の構築、推進に努める。

(6) 乳幼児健診、基本健診、ガン検診等については、医師会、歯科医師会等と調整を
図りながら、内容の充実に努める。

(7) 公設民営診療所については、現行のまま新市に引き継ぐ。

２６－１１ 各種福祉事業
高齢者福祉については、次のとおりとする。
(1) 老人保健福祉計画については、新市において策定する。
(2) 敬老会については、新市移行後も各支局単位に地域の実情に合った開催とする。
(3) 老人保護措置事業については、国が定める制度に基づき実施する。
(4) 高齢者等の生活支援事業については、外出支援サービスの充実を図るなど、安心
かつ自立した生活が送れるよう環境の整備に努める。

(5) 介護予防・生きがい活動支援事業については、要介護状態にならないよう地域社
会全体で適切に支援できる仕組みづくりに努める。

(6) 家族介護支援事業については、家族介護者の負担軽減に努めることを基本に介護
用品の支給、交流事業等の充実を図る。

(7) 家族介護手当については、寝たきり又は中度以上の痴呆状態にある者を３カ月以
上自宅で常時看護又は介護を行っている者（民生委員会の意見を聴いて決定）に対
し、月額１万円を支給する。

(8) 独居老人支援事業については、安心して生活ができるよう、よりよい安否確認シ
ステムの導入に努める。

、 （ ， ）(9) 住宅改造助成事業については 対象経費の３分の２ 上限額３３万３ ０００円
相当額を助成する。

(10) 在宅介護支援センターについては、基幹型を１カ所設置し、現在地域型として
設置している事業所は、新市に引き継ぐ。



障害者（児）福祉については、一人ひとりの障害者に合わせたサービスの提供を図る

とともに、自立・共生の支援体制の充実を図り、障害者の社会参加を推進するものとす

る。

(1) 国・県が定める制度に基づく事業については、引き続き新市において推進する。

(2) 障害者計画については、新市において策定する。

(3) 人工透析患者（身体障害者１級）の通院費補助については、年額３万円を限度に

助成する。

(4) 心身障害児福祉年金については、重度障害児に年額１０万２，０００円を、中度

障害児に年額８万４，０００円を給付する。

(5) 在宅医療機器購入費補助については、上限額を定め、購入金額の２分の１以内を

助成する。

(6) 心身障害者地域福祉作業所支援、精神障害者家族会補助については、引き続き新

市において推進する。

児童・母（父）子福祉については、次のとおりとする。

(1) 子育て支援計画、母子保健計画及び次世代育成支援行動計画については、新市に

おいて策定する。

(2) 母（父）子相談窓口事業については、母子自立支援員を配置し、福祉の増進を図

る。

(3) 子育て支援事業については、子育て支援総合コーディネーターを配置し、地域の

実情に合わせた各種子育て支援サービスの内容の充実を図る。

(4) 児童館及び放課後児童クラブについては、新市に引き継ぎ、今後の動向を踏まえ

事業を推進する。

(5) 児童手当については、現行のまま新市に引き継ぐ。

(6) 児童扶養手当については、新市に引き継ぎ、父子家庭に児童養育手当の制度を設

ける。

(7) 特別児童扶養手当については、現行のまま新市に引き継ぐ。

その他の社会福祉については、次のとおりとする。

(1) 地域福祉計画については、新市において策定する。

(2) 民生委員については、岡山県と協議して調整する。

(3) 生活保護事業については、新市の福祉事務所において実施する。

、 、 。(4) 隣保館については 合併までに今後のあり方等について検討し 新市に引き継ぐ

(5) 人権施策については、これまで培ってきた成果と地域の実情を踏まえ、新市移行

後、全市民活動として推進するものとする。

(6) 災害見舞金・災害弔慰金・災害傷害見舞金・災害援護資金貸付事業については、

新市においても引き続き実施する。

(7) 社会福祉協議会委託事業については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整

に努める。



２６－１２ 保育事業

保育事業については、幼稚園施設との共用化、運営の一体化、保育サポーターとの連

携など、新しい子育て支援の視点に立ち、地域の実情に応じた運営に努める。

(1) 保育料及び保育料減免については、新基準を設け、４月１日を基準日として適用

する。

(2) 一時保育及び乳児保育については、新市移行後も地域の保育要望に対応できるよ

う施設・運営の改善に努める。

(3) 延長保育及び障害児保育については、新市において実施する。

保育所徴収金基準額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額（月額）

階層区分 定 義 ３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児

第１階層 生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む ） 0円 0円 0円。

第２階層 第１階層及び第６～第 市民税非課税世帯 5,400円 3,600円 3,600円

１１階層を除き、前年
均等割の額のみ

第３階層 度分の市民税の額の区 7,500円 5,700円 5,700円
（所得割額のない世帯）

分が次の区分に該当す

第４階層 る世帯 所得割の額が5,000円未満 9,600円 7,800円 7,800円

第５階層 所得割の額が5,000円以上 11,700円 9,900円 9,900円

第６階層 第１階層を除き、前年 15,000円未満 13,800円 12,000円 12,000円

分の所得税課税世帯で

第７階層 あって、その所得税の 15,000円以上 30,000円未満 15,900円 14,100円 14,100円

額の区分が次の区分に

第８階層 該当する世帯 30,000円以上 64,000円未満 18,000円 16,200円 16,200円

第９階層 64,000円以上120,000円未満 23,500円 20,500円 20,500円

第１０階層 120,000円以上160,000円未満 26,700円 24,900円 24,900円

第１１階層 160,000円以上408,000円未満 36,600円

34,800円 31,500円

第１２階層 408,000円以上 48,000円

へき地保育料 4,500円



（保育料の減免）

１ 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、それぞれ次表に掲げ

る徴収金基準額とする。

① 一人親世帯

② 在宅障害児（者）のいる世帯

③ その他の世帯（生活保護法に定める要保護者等、特に困窮していると市長が認めた世帯）

徴収金基準額（月額）
階 層

３歳未満児 ３ 歳 児 ４歳以上児

第２階層 0円 0円 0円

第３階層 6,500円 4,700円 4,700円

第４階層 8,600円 6,800円 6,800円

第５階層 10,700円 8,900円 8,900円

２ 第２階層から第１２階層までの世帯であって、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、

次表の第１欄の階層区分ごとに第２欄に掲げる児童については、第３欄により計算して得た額をその児童の徴

収金の額とする。ただし､児童の属する世帯が１に掲げる世帯の場合の第２階層から第５階層の第３欄につい

ては、１に掲げる徴収金基準額により計算して得た額とする。

第１欄 第２欄 第３欄

第２階層～ ア 最も徴収金額が低い児童（最も徴収金基準額が低い児童が２ 徴収基準額表に定める額

第８階層に 人以上の場合は、そのうち１人とする ）。

属する世帯

イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が低い児童（最も徴収金 徴収基準額表×０．５

、 。）基準額が低い児童が２人以上の場合は そのうち１人とする

ウ 上記以外の児童 徴収金免除

第９階層～ ア 最も徴収金額が高い児童(最も徴収金基準額が高い児童が２ 徴収基準額表に定める額

第１２階層 人以上の場合は、そのうち１人とする。)

に属する世

帯 イ ア以外の児童のうち、最も徴収金額が高い児童（最も徴収金 徴収基準額表×０．５

、 。）基準額が高い児童が２人以上の場合は そのうち１人とする

ウ 上記以外の児童 徴収金免除

（注）１０円未満の端数は切り捨てる。

保育園に入園した児童の保護者が現に児童４人以上を養育している場合で４人目以降の当該児童について、

保育料を全額免除



２６－１３ 一般廃棄物処理業務
一般廃棄物処理業務については、資源循環型社会の形成に向け、ごみの減量化及び再

資源化を推進する。
(1) ごみの収集・運搬については、民間委託を検討し、回収については、可燃ごみは
週２回、不燃ごみ（資源ごみを含む ）は月１回回収する方向で、新市移行後、速。
やかに調整する。

(2) 資源ごみの分別収集については、ごみの減量化・資源化を促進するため、新市移
行後も積極的に推進する。

(3) 小売業者が引き取らない特定家庭用機器の行政収集・運搬手数料については、家
電４品目それぞれ３，５００円とする。

(4) 粗大ごみの処理については、２００円～２，０００円の範囲で処理券を発行し、
回収については、地域の実情を考慮し、現行のまま新市に引き継ぐ。

(5) 一般家庭用ごみ袋については、可燃ごみ及び不燃ごみともに記名式指定袋とし、
。 、 、 。有料とする ただし 資源ごみについては リサイクル推進の立場から無料とする

① 販売価格については、平成１７年度からごみ袋１枚につき４５ 袋 を ５ ０
円、２５ 袋を３０円、１８ 袋を２２円とする。

② 販売手数料については、ごみ袋１枚につき３円とし、販売価格に含まれるもの
とする。

(6) ごみステーション購入補助については、購入価格の２分の１（上限額５万円）と
する。

、 （ ） 。(7) 生ごみ処理機購入補助については 購入価格の３分の１ 上限額２万円 とする
(8) 焼却施設、最終処分施設については、現行のまま新市に引き継ぐ。

２６－１４ 環境対策事業
環境対策事業については、源流域の美しい自然環境を保全し、将来の世代に継承する

資源循環型のライフスタイルの定着、人と自然の共生の仕組みづくりを基本とする。
、 、 、(1) 環境保全対策事業については 新市において新たに環境基本計画 環境保全条例

公害防止条例等を制定し、諸施策を実施する。
(2) 環境美化・衛生事業については、実施団体の自主性を尊重し、活動を積極的に支
援する。

(3) 葬祭用具の貸出については、新市移行後、速やかに調整し、霊柩車の運行につい
ては、合併時に廃止する。

(4) 火葬場施設使用料（市内）については、大人（１２歳以上）２万５，０００円、
小人（１２歳未満）１万６，０００円とする。

(5) 公営墓地の永代使用許可については、現行のまま新市に引き継ぐ。

２６－１５ 勤労者・消費者関連事業
勤労者・消費者関連事業については、勤労者の支援及び消費者保護の観点から施策等

の推進に努める。
(1) 雇用促進対策事業については、若年層及び中高年層等の雇用の創出を図る支援を
行う。

(2) 勤労者対策事業等については、現行のまま新市に引き継ぎ、充実を図る。
(3) 消費者行政については、現行のまま新市に引き継ぎ、住民生活の安定向上に努め
る。



２６－１６ 農林水産関係事業

農林水産関係事業については、同一又は類似する事業はその振興を図るため統合又は

再編を基本に、また、団体育成事業は継続を基本に、次の区分により調整する。

(1) 国又は県の補助事業及び継続事業については、新市においても引き続き実施する

方向で調整する。

(2) 各市町が独自に実施している補助金、交付金等については、それぞれの地域特性

及び事業の実績を踏まえ新市全体の均衡を保つよう調整に努める。

(3) 協議会等関係組織については、それぞれ整理統合する。

農振農用地区域については、当面現行どおりとし、新市において作成する農業振興地

域整備計画に基づき調整する。

農業及び林業の振興に関する各種計画については、新市において新計画を策定する。

なお、新計画が策定されるまでの間は、現計画を新市に引き継ぎ運用する。

農地・農業用施設災害復旧事業、団体営農業農村整備事業等の受益者負担割合につい

ては、事業の実施によって受ける者の利益の度合いに応じ、新たに定める。ただし、継

続事業については、現行の負担率とする。

農業制度資金利子補給事業については、新たに制度を創設する。なお、合併時におい

て継続しているものは、現行どおりとする。

２６－１７ 商工・観光関係事業

企業誘致については、企業立地に係る誘致奨励条例等を制定し、誘致に努める。

商工会議所及び商工会については、新市との一体性を保つため、それぞれの事情を尊

重しながら調整に努める。

商工業の振興を図るための各種事業については、当分の間現行のとおり実施する。た

だし、各種融資制度等については、新市に移行後、実効性のある融資制度の検討を行

。 、 、 。う なお 合併前の各市町の制度により決定した利子補給については 新市に引き継ぐ

観光振興事業については、それぞれの地域の魅力を有効に活用するとともに、そのネ

ットワーク化を図り、効果的な観光振興施策を展開するものとする。

各種の観光イベントについては、各地域に与えている影響等を考慮し、運営方法等の

調整を図り、引き続き支援する。

２６－１８ 建設関係事業

入札関係事務については、合併時に統一する。

、 、 、道路河川等占用料については 合併時に統一することとし 駐車場使用料については

当分の間現行どおりとし、随時調整する。

土木関係事業については、事業効果、受益者負担の公平性等を考慮し、合併時に規準

を制定し、実施する。

公営住宅管理事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。



２６－１９ 上水道事業

上水道事業については、現行のまま新市に引き継ぐ。

簡易水道事業については、次のとおりとする。

(1) 簡易水道事業については、統合し新たな特別会計を設けるものとする。

(2) 新規加入負担金・水道使用料については、合併時に統一する。ただし、継続事業

についての加入負担金及び受益者負担金は、現行の基準を適用する。

(3) 施設の管理方法については、各簡易水道ごとに最も効率的な方法を選択すること

とし、新見市については、新市移行後、速やかに調整する。

(4) 新規工事負担金については、個人負担とし、３０万円を超えるものについては、

その超過分を減免（７０万円限度）することができるものとする。

各種手数料については、合併時に統一する。

賦課徴収事務については、合併時に統一する。

飲料水供給施設等については、現行のまま新市に引き継ぎ、新たな施設は、新市が設

置するものとする。

２６－２０ 下水道事業

事業計画については、新市において速やかに汚水処理計画を策定し、公共下水道事業・

農業集落排水事業・小規模集合排水事業・浄化槽市町村整備推進事業等を基本として、

新市全域の下水道整備を推進する。

各事業の特別会計については、合併時に統合し、事業ごとの特別会計を設置する。

公共下水道事業（都市計画区域内）については、現行のまま新市に引き継ぐ。

受益者分担金については、次のとおりとする。

(1) 公共下水道事業（都市計画区域内の公共下水道事業は除く ・農業集落排水事。）

業・小規模集合排水事業の受益者分担金については、合併時に３０万円に統一を図

るものとする。なお、平成２０年３月末までは、各市町において、この期間内の接

続奨励を目的とする基金を新市に引き継ぐことができるものとする。

(2) 浄化槽市町村整備推進事業分担金等については、平成２０年４月に３０万円（５～

１０人槽）に統一を図るものとする。なお、平成２０年３月末までは、２０万円（５～

１０人槽）とし、各市町において、この期間内の普及奨励を目的とする基金を新市

に引き継ぐことができるものとする。

各事業の使用料（都市計画区域内の公共下水道事業は除く ）については、新たな料。

金体系を設定するものとし、基本額を１，５７５円、一人当たりの加算額を５２５円と

する。

浄化槽設置整備事業補助金等については、新市移行後、速やかに浄化槽市町村整備推

進事業に移行する。

融資制度等については、合併時に要綱を制定し、実施する。

２６－２１ 市町立学校、園の通学区域

市町立学校、園の通学区域については、新市に引き継ぎ、区域境の地域については、

弾力的な運用に努める。なお、各市町の学校統廃合計画については、引き続き推進を図

る。



２６－２２ 学校教育事業

学校給食の施設については、当面現行どおりとし、物資購入・給食費等の内容は、よ

りよい食育のあり方の観点から新市に運営委員会を設置し、検討する。

奨学金制度については、奨学生選考委員会を設け、制度利用者の審査・決定を行うも

のとする。奨学金の額については、高校等は月額１万４，０００円、大学等は月額３万

３，０００円とし、奨学基金の運用ができる範囲内の人数に貸付を行う。

教育内容を高める各種の教育振興事業については、新市においても推進する。特に、

幼稚園、小学校の英語教育を充実するため、ＡＬＴ（外国語指導助手）を増員する。

教育相談、適応指導事業等については、スクールカウンセラー、心の教室相談員等を

活用して、児童・生徒の自主性や意欲を高めるべく内容を充実する。

学校評議員制度、教育問題懇談会など地域住民の教育支援事業については、新市にお

いても推進する。

通学支援については、学校統廃合関係に関する助成は、新市移行後も当分の間現行ど

おりとし、遠距離通学関係に関する助成は、新市移行後、速やかに調整する。

幼稚園事業については、地域の子育ての要望に対応した就学前の教育・保育を一体と

した方向での弾力的な運用に努める。

(1) 入園対象者については、新市移行後も当面現行どおりとし、随時調整する。

(2) 教育時間については、８時から１４時までを原則とする。

(3) 幼稚園使用料については、月額４，５００円に統一する。

(4) 預かり保育の実施については、当面現行どおりとする。ただし、既に実施してい

る幼稚園については、預かり保育時間を１４時から１８時までとし、保育料は、預

かり保育時間にかかわらず日額２００円に統一する。

(5) 幼稚園給食については、新市移行後も当面現行どおりとし、随時調整する。

２６－２３ 文化振興事業

文化振興事業については、文化財の保護・保存策、伝統行事や祭りなどの伝承策を講

じ、地域の歴史と文化に対する意識高揚を図るとともに、市民の自主的な文化活動を支

援し、生活文化向上のための充実した環境を整備する。

２６－２４ 社会教育事業

社会教育関係事業については、地域の特性を生かしながら一人ひとりの年齢や意欲に

応じた学習活動を支援するための学習施設の整備、多様な学習機会を提供できる環境づ

くりに努める。

スポーツ・レクリエーションについては、幼児から高齢者まで誰もが参加し楽しめる

ための体育施設・推進体制の整備、指導者の養成及び各種団体の育成に努める。

人権教育関係事業については、人権意識の高揚を図るため、新市においても引き続き

実施する。





調 印 書

、 、 、 、新見市 阿哲郡大佐町 同郡神郷町 同郡哲多町及び同郡哲西町は
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第１項及び
市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律第６号）第３条
第１項の規定に基づく阿新地域合併協議会において、上記のとおり
合併に関する協議が整ったので、ここに署名調印する。

平成１６年７月２８日

印新 見 市 長 石 垣 正 夫

印大 佐 町 長 梅 田 和 男

印神 郷 町 長 大 原 天 津 夫

印哲 多 町 長 竹 元 武 士

印哲 西 町 長 深 井 正



立 会 人

石 井 正 弘岡 山 県 知 事

三 村 峰 夫岡山県議会議員

横 内 久 明新見市議会議長

横 張 政 男大佐町議会議長

四 木 満 男神郷町議会議長

中 川 昇哲多町議会議長

土 屋 一哲西町議会議長


