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○協議案第２４号関連  

 

・条例・規則の取扱いに関する法令  

 

 



条例・規則の取扱いに関する法令 

 

 

○ 地方自治法 (昭和 22 年法律第 67 号) 

 

 

 

○地方自治法施行令 (昭和 22 年政令第 16 号) 

 

 

 

（規則） 

第 15 条 普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、

規則を制定することができる。 

(第 2 項 省略) 

（長の専決処分） 

第 179 条 普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第 113 条但書の場合においてなお会議を開く

ことができないとき、普通地方公共団体の長において議会を召集する暇がないと認めるとき、又は議

会において議決すべき事件を議決しないときは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事

件を処分することができる。 

2 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。 

3 前２項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、次の議会においてこれを議会に

報告し、その承認を求めなければならない。 

第3条 普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第１条の規定により当該普通地方公共団

体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地

域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の規則として当該地域に引き続き施行する

ことができる。 

 



 

 

○協議案第２５号関連  

 

・主な団体の統合進捗状況について  

 

 
 



◎公共的団体等の取扱い 

《趣旨》 

   従来の市町村の単位で各種公共的団体等が存在することは、合併市町村の一体性の早期確立のか 

ら、好ましくないとされています。 

   合併特例法では、「合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市 

町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。」と努力 

義務を定めています。 

   従って、出来るだけ公共的団体等の統合がなされるよう、合併協議会において検討し、公共的団体等

の理解を求める必要があります。 

 

○主な団体の統合進捗状況について 

 ・社会福祉協議会 

   県などからの指導により、合併に係る手順等が示され、役職員による共同の学習会が開催されていま  

す。具体的な協議については、現在進んでいない状況にありますが、法律で定められているため、市町  

村合併の進捗状況と並行し作業を進める必要があります。そのため、事務的には協議に必要な資料の   

作成などを情報交換しながら行っています。今後は合併のための協議会を設立し、作業を進めることに 

なります。 

 

 ・商工会 

   平成１５年６月２７日角館広域交流センターにおいて、３町村商工会の合併に係る協定書の調印式が  

行われています。その中で基本的事項として、３商工会の新設合併方式・合併の目標時期を平成１６年 

４月１日・財産処分の方法を引継方式とすることを確認し、現在スケジュールに沿った形で協議が進めら  

れています。 

    

 ・観光協会 

   合併に向けての協議は行われていませんが、商工会及び社会福祉協議会のように関係法律で義務  

 づけられているものと違うため、現在３町村の合併協議会で協議が行われている推移を見ている状況に 

  あります。１１月以降に協議の場を設けたいということで調整を行っていますが、具体的な協議には至っ 

  ていない状況にあります。             

 

○他の公共的団体等 

  上記も含めた公共的団体等については、合併協議会において協議された調整内容を尊重し、また各 

 団体等の事情などを考慮しながら、効果的・効率的な運営がなされるよう今後調整に努めることになりま 

 す。 



 

 

 

○協議案第２６号関連  

 

・補助金・交付金等の現況について  

 

・先進事例  



生活バス路線維持費補助金 9,121 生活バス路線維持費補助金 補正予定 生活バス路線維持運行費補助金 9,700

地方鉄道運営費補助金 12,792 秋田内陸縦貫鉄道㈱運営費補助金 28,901 秋田内陸線運営費補助金 17,079

北仙北地域インターネット接続事業費補助金 240 きたうら花ネット運営費補助金 280 北仙北インターネット協議会補助金 150

納税貯蓄組合補助金 2,091 納税貯蓄組合補助金 11,000 納税貯蓄組合取扱費補助金 2,000

田沢湖町納税貯蓄組合連合会活動費補助金 778 納税貯蓄組合連合会補助金 240

田沢湖町職員互助会補助金 945 西木村職員互助会補助金 930

自衛隊音楽コンサート開催費補助金 300 北部航空自衛隊音楽コンサート補助金 150

まちづくり研修事業助成金 1,000

東京田沢湖会開催費補助金 400

分収林交付金 2

藤原氏叙勲受賞祝賀会補助金 357

石神地区太鼓購入事業費補助金 1,200

角館町たばこ小売組合補助金 250 たばこ小売人組合補助金 80

納税貯蓄組合設立補助金 5

自衛隊角館町父兄会補助金 21

議員政務調査費補助金 2,400

集落集会所等建築費補助金 373

職員自主研修補助金 150

駅愛護会補助金 124

ふるさと創生委員会補助金 3,000

林活議員連盟補助金 10

（１）消防、防犯、環境、交通安全等

角館地区交通安全協会補助金 330 角館地区交通安全協会補助金 360 角館地区交通安全協会負担金 220

田沢湖町防犯協会負担金 378 防犯協会負担金 217 西木村防犯協会補助金 50

秋田犯罪被害者支援センター運営費補助金 20 秋田犯罪被害者支援センター負担金 20 秋田県犯罪被害者支援センター運営費補助金 20

青少年育成田沢湖町町民会議負担金 100 青少年育成角館町町民会議補助金 50 西木村青少年育成村民会議補助金 24

チャイルドシート購入費補助金 150 角館町ﾁｬｲﾙﾄﾞシート購入費補助金 100 チャイルドシート購入費補助金 150

角館地区更生保護婦人会運営費補助金 20 角館地区更生保護婦人会補助金 20

生ごみ処理容器設置事業費補助金 150 生ゴミ処理容器設置費補助金 235

街灯防犯灯新設団体補助金 200

家庭用電動生ごみ処理機購入費補助金 150
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角館町 西木村田沢湖町

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）



非公営水道施設水質検査補助金 357

角館町消友会補助金 40 私設消防団運営費補助金 170

自主防災組織育成補助金 25

角館町消費者の会補助金 70

ごみ減量化推進対策事業費補助金 39

角館町交通安全対策協議会補助金 450

（２）社会福祉、児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉等

田沢湖町社会福祉協議会補助金 23,640 町社会福祉協議会運営費補助金 7,000 西木村社会福祉協議会補助金 17,163

田沢湖町民生児童委員協議会補助金 3,420 民生児童委員活動費補助金 3,384 民生委員協議会補助金 2,272

単位老人クラブ活動費補助金 2,077 単位老人クラブ活動費補助金 980 単位老人クラブ補助金 616

田沢湖町老人クラブ連合会活動費補助金 2,433 老人クラブ連合会活動費補助金 309 老人クラブ連合会補助金 430

角館地区精神障害者小規模作業所負担金 987 精神障害者小規模作業所補助金 5,196 角館地区精神障害者小規模作業所負担金 268

本荘愛育園協力会助成金 5 本荘愛育園協会負担金 15

老人生きがい対策事業費補助金 240

老人クラブ大会補助金 600

身体障害者在宅バリアフリー化支援事業費補助金 1,000

精神障害者居宅生活支援事業費補助金 405 精神障害者居宅介護等事業費補助金 737

遺族会運営費補助金 250

角館町母子寡婦福祉会補助金 45

在宅福祉活動促進事業費補助金 1,078

老人福祉大会開催費補助金 45

角館町身体障害者協会補助金 95

特別養護老人ホーム建設事業費借入償還金補助金 12,847

痴呆性高齢者グループホーム整備事業費補助金 15,000

身体障害者ホームヘルプサービス事業費補助金 352

障害児ホームヘルプサービス事業費補助金 273

知的障害者ホームヘルプサービス事業費補助金 273

身体障害者短期入所事業費補助金 240

知的障害者短期入所事業費補助金 238

障害児短期入所事業費補助金 238

魚つかみどり事業費補助金 150

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）

田沢湖町 角館町 西木村



（３）保健、健康づくり、医療等

角館地区医談会助成金 85 角館地区医談会助成金 250 角館地区医談会負担金 41

仙北北部地区医療協議会設立運営費等補助金 100 仙北北部地区医療協議会負担金 100 仙北北部地区医療協議会運営費等負担金 100

検診及び人間ドック助成金 6,710 人間ドック助成費等 2,183 人間ドック助成金 1,050

田沢湖町結核予防婦人会活動費補助金 150 角館町結核予防婦人会補助金 160

高齢者の介護予防の健康づくり事業費補助金 600 高齢者健康づくり事業費補助金 550

歯科診療所歯科医師研究費補助金 4,446

医師研究費補助金 5,817

はり・きゅう・マッサージ助成費 210 はり、きゅう等施術費助成金 240

MRI検診補助金 140

老人入浴事業費補助金 2,400

身障者入浴事業補助金 75

（１）農業等

（国・県の制度に基づく事業補助金等）

水田作付体系転換緊急推進事業補助金 4,000 水田作付体系転換緊急推進事業補助金 2,000 水田作付体系転換緊急推進事業費補助金 3,260

あなたと地域の農業夢プラン応援事業補助金 5,985 “あなたと地域の農業夢プラン”応援事業費補助金 6,588 “あなたと地域の農業夢プラン”応援事業費補助金 10,804

稲作を主とする認定農業者経営安定事業費助成金 7,747 稲作を主とする認定農業者経営安定事業費補助金 3,300 稲作を主とする認定農業者経営安定事業費補助金 3,080

無人へり操縦資格取得奨励補助金 200 無人ヘリオペレーター緊急確保対策事業費補助金 650 無人ヘリ緊急確保対策事業費補助金 1,560

望ましい「秋田の水田農業」確立事業 8,000 望ましい「秋田の水田農業」確立事業費補助金 13,600 望ましい「秋田の水田農業」確立事業費補助金 8,494

稲作農家緊急経営安定資金利子補給金 46 農業関係制度資金利子補給補助事業費補助金 769 稲作農家緊急経営安定資金利子補給金 16

農業経営基盤強化資金利子補給金 1,420 （上記補助金に一本化） 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 274

農業経営支援資金利子補給金 96 （上記補助金に一本化） 農業経営支援資金利子補給金 24

中山間地域等直接支払費補助金 4,671 中山間地域等直接支払交付金 2,856

農林業振興資金利子補給金 532

水田農業経営確立対策集落助成金 1,934

戦略作物生産団地緊急育成対策事業 6,278

中核農家育成農地流動化対策事業補助金 3,710

フロンテア農業者育成事業補助金 4,320

認定農業者等大豆麦団地育成事業補助金 7,521

農林水産物加工処理施設補助金 9,500

認定農業者等ジャンプ資金利子助成金 380
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アグリビジネス支援事業費補助金 1,047

複合経営等推進事業費補助金 2,500

地域ぐるみ稲わら等飼料生産利用対策事業補助金 800

（国・県の制度に基づかない町村単独補助金等）

農業用廃プラスチック適正処理推進事業費補助金 120

有機米流通対策事業費補助金 375

田沢湖町農業者協議会支援補助金 130

経営合理化推進事業補助金 189

施設野菜花き産地拡大試験研究補助金 225

特産品コンクール開催補助金 90

山の芋生産拡大事業費補助金 700

菌床椎茸生産拡大事業費補助金 700

多様な担い手育成補助金 200

特産品パッケージデザイン補助金 100

ふるさとパック促進事業費補助金 360

農村生活改善婦人集団育成対策費補助金 126

複合経営集団育成対策費補助金 108

農業後継者研修事業費補助金 275

産地づくりサポーター活動支援事業費補助金 120

学校給食へ村産野菜等供給支援業費補助金 150

西木村施設野菜産地化拡大事業費補助金 1,090

西木村防除協議会活動費補助金 100

にしき祭り実行委員会補助金 2,000

水田農業総合対策事業費補助金 24,869

西木村そば生産活動費補助金 200

（２）畜産業等

優良肉用牛生産システム事業費補助金 75 優良肉用牛生産システム事業費補助金 補正予定 優良肉用牛生産システム確立事業補助金 250

大曲仙北郡畜産共進会運営協議会負担金 25 大曲仙北郡畜産共進会運営協議会負担金 25 大曲仙北郡畜産共進会運営協議会負担金 25

田沢湖町和牛生産改良組合活動費補助金 174 和牛生産改良組合補助金 300 和牛生産改良組合補助金 400

大曲仙北郡畜産共進会出陳費補助金 27 大曲仙北郡畜産共進会出陳補助金 30

遺伝病血液検査費補助金 57 特定遺伝性疾患血液検査費補助金 85

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）

田沢湖町 角館町 西木村



畜産環境保全対策事業費補助金 707

大家畜活性化資金利子補給金 299

秋田県畜産共進会出陳費補助金 52

浮腫病防疫対策費補助金 125

和牛健康検査事業費補助金 113

優良種豚導入事業費補助金 375

優良素牛拡大対策事業費補助金 640

家畜衛生検査促進費補助金 362

家畜損害防止事業負担金 360 家畜共済組合損害防止補助金 240

優良牛導入事業費補助金 2,057 家畜導入事業補助金 240

酪農推進協議会補助金 80

家畜伝染病予防注射補助金 200

堆肥処理施設緊急整備事業費補助金 1,000

放牧預託事業補助金 1,053

種雄牛飼育管理費補助金 125

家畜受精卵移植事業補助金 225

家畜優良血統精液購入費補助金 500

大家畜経営活性化特別融通助成事業利子補給金 21

（３）土地改良、林業、水産業等

有害鳥獣駆除事業費補助金 300 角館町猟友会補助金 補正予定 有害鳥獣駆除実施事業費補助金 90

林業指導員設置事業費補助金 200 林業指導員設置費補助金 180 林業指導員設置事業補助金 180

森林整備地域活動支援交付金 16,230 森林地域活動支援交付金 10,025 森林整備地域活動支援交付金 24,102

内水面漁業河川調査事業費等補助金 1,224 内水面漁業振興対策費補助金 200 内水面漁業振興対策事業費補助金 150

簡易作業道開設事業費補助金 500 林道等開設事業費補助金 500

担い手育成土地利用調整推進事業費補助金 850

黒倉堰地区担い手育成基盤整備事業推進費補助金 2,000

真崎地区土地改良事業推進費補助金 200

担い手育成農地集積事業費補助金 217

梅沢岡崎地区県営排水対策特別事業償還費補助金 4,018

田沢疏水土地改良事業（新規地区）償還費補助金 6,635

農業施設等整備事業費補助金 2,004

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）

田沢湖町 角館町 西木村



原木きのこ生産協議会補助金 270

生産基盤等整備支援事業費補助金 162

小土地改良事業補助金 850

ほ場整備推進費補助金 252

土壌環境改善推進事業補助金 116

西長野地区担い手育成支援事業助成金 3,076

担い手育成農地集積資金償還利子補給金 821

森林施業活動支援補助金 500

間伐事業費補助金 2,552

土地改良施設維持管理費補助金 840

基幹水利施設技術管理強化特別指導事業補助金 520

西荒井堰改良事業費補助金 922

籾内橋橋梁補修事業費補助金 70

西明寺栗産地化推進事業補助金 700

西木村渓流魚放流事業費補助金 300

農地農業用施設災害復旧事業費補助金 190

田沢湖町総合整備事業受益者負担補助金 153

小原木地区水門施設維持費補助金 97

（４）労働、企業、商工等

北仙北地域シルバー人材センター負担金 2,732 北仙北地域シルバー人材センター補助金 12,600 北仙北地域シルバー人材センター補助金 1,698

中小企業振興資金貸付金利子補給金 8,950 角館町中小企業振興資金利子補給補助金 2,500 西木村中小企業振興資金利子補給金 3,850

地域総合振興事業費補助金 4,852 商工業振興事業費補助金 3,510 西木村商工会補助金 3,580

出稼者等技能取得講習会助成金 150

従業員資格取得及び技術研修助成金 800

勤労者福利厚生施設整備助成金 2,000

失業資格取得及び技術研修助成金 800

学卒未就職者資格取得及び技術研修助成金 250

中小企業振興資金融資取扱費補助金 300

中小企業特別融資保証料補給金 7,800

中小企業事業円滑化資金貸付金利子補給金 1,230

中小企業振興資金利子補給金 2,410

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）

田沢湖町 角館町 西木村



秋田県新事業展開資金利子補給金 1,193

ドラゴンサミット参加費補助金 240

角館職業訓練協会補助金 720

誘致企業等振興事業費補助金 1,522

商店街環境整備事業費補助金 2,000

伝統的工芸品振興費補助金 1,180

樺工芸製作者協会補助金 220

樺細工技能後継者育成事業補助金 600

にしきの里づくり協議会補助金 713

地域産業振興対策事業補助金 500

秋田県信用保証協会保証料 1,912

西木村地域振興商品券事業補助金 4,200

（５）観光等

観光商業研究会きたうら補助金 100 観光商業きたうら（ＮＰ０）補助金 100 観光商業研究会きたうら補助金 50

田沢湖町観光協会運営費補助金 6,220 観光協会補助金 4,000 西木村観光協会補助金 732

田沢湖ツーデーマーチ事業費補助金 2,000 田沢湖ツーデーマーチ実行委員会補助金 270

自然休養村経営改善対策事業費補助金 777

田沢湖町庖和会活動事業費補助金 100

田沢湖町山と湖を美しくする会清掃活動費補助金 1,420

八幡平を美しくする会南八幡平支部清掃活動費補助金 1,090

田沢湖まつり開催費補助金 2,000

生保内公園つつじ祭り開催費補助金 240

抱返り渓谷紅葉祭り開催費補助金 160

田沢湖高原雪祭り開催費補助金 2,400

山の旬たけのこ祭補助金 240

田沢湖町民宿組合宣伝活動費補助金 49

田沢湖町観光協会観光宣伝費補助金 2,400

かくのだてフイルムコミッション補助金 700

観光行事費補助金 16,750

田沢湖を美しくする会補助金 1,790

西木の冬祭り事業費補助金 1,240

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）

田沢湖町 角館町 西木村



戸沢氏祭実行委員会補助金 3,200

紙風船西木ふるさと会補助金 200

西木村観光産業活性化事業補助金 500

水洗便所等改造資金利子補給金 545 水洗便所改造資金融資斡旋利子補給補助金 補正予定

合併浄化槽設置整備事業補助金 18,765 合併処理浄化槽整備事業費補助金 2,190

水洗便所等改造資金助成金 100

道路愛護団体事業費補助金 747

流雪溝利用組合補助金 270

河川愛護団体補助金 1,113

道路河川環境整備地域連携事業補助金 125

農業集落排水施設利用組合補助金 304

集落排水環境整備費補助金 600

（１）学校教育等

すこやか子育て支援事業費補助金 972 すこやか子育て支援事業補助金 2,455 すこやか子育て支援事業費補助金 1,254

児童生徒派遣費補助金 2,637 全県大会等選手派遣費補助金 1,300 選手派遣費補助金 2,174

角館高等学校教育後援会補助金 50 角館高校教育後援会補助金 90 角館高校教育後援会負担金 50

角館高等学校定時制課程教育振興会補助金 90 角館高校定時制課程教育振興費補助金 150 角館高校定時制課程教育振興会負担金 75

大曲仙北教育研究会助成金 168 大曲仙北教育研究会助成金 177 大曲仙北教育研究会負担金 116

修学旅行引率費補助金（小） 620 修学旅行引率費補助金（小学校） 100

修学旅行引率費補助金（中） 190 修学旅行引率費補助金（中学校） 200

遠距離児童通学費補助金 4,070 遠距離通学児童補助金 173

遠距離生徒通学費補助金 1,320 遠距離通学生徒補助金 1,000

遠距離園児通園費補助金 520

田沢小中学校閉校記念実行委員会補助金 9,000

田沢湖町ＰＴＡ連合会補助金 45

田沢湖町道徳教育研究会補助金 225

教職員研修費助成金 183

角館町教育研究会補助金 350

かくのだて幼稚園運営費補助金 1,800

大曲仙北中学校秋季野球角館大会補助金 350

養護学校児童生徒放課後生活支援事業負担金 81

５
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）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）

田沢湖町 角館町 西木村



かくのだて幼稚園就園奨励費補助金 3,543

一校に一農園推進対策事業費補助金 210

（２）社会教育等

田沢湖町スポーツ少年団本部補助金 1,900 角館町スポーツ少年団大会派遣費補助金 500 スポーツ少年団大会派遣費補助金 261

田沢湖町体育協会事業費補助金 1,035 角館町体育協会補助金 2,200 西木村体育協会補助金 575

100キロチャレンジマラソン大会助成金 200 100キロマラソン大会補助金 900 100キロマラソン沿線町村補助金 500

田沢湖町婦人団体連絡協議会補助金 90 角館町婦人会連絡協議会補助金 40

国民体育大会準備委員会補助金 1,500 第62回国体角館準備委員会補助金 150

北浦地区スポーツ少年交流大会補助金 100

たざわこスポーツクラブ運営費補助金 315

田沢湖スキークラブジュニア育成事業補助金 1,350

東北ママさんバスケットボール交歓大会補助金 90

全日本マスターズスキー大会補助金 2,000

田沢湖町若者会補助金 90

田沢地区コミュニティ活動費補助金 200

民謡民舞少年少女全国大会出場費補助金 100

日本民謡協会全国大会出場費補助金 100

第６回世代交流スポレク大会運営費補助金 40

地区体育大会補助金 100 村民運動会補助金 150

ボーイスカウト秋田第25団補助金 60

角館町青少年交流事業補助金 500

レクリェーション角館協会補助金 50

北日本還暦軟式野球大会補助金 90 北日本還暦軟式野球大会補助金 30

西木村スポーツ少年団補助金 379

田沢湖一周駅伝大会補助金 160

（３）文化財等

田沢湖町芸術文化協会補助金 360 角館町芸術文化協会補助金 180 芸術文化協会補助金 367

草彅家住宅管理費補助金 226

伝統芸能フェステイバル補助金 180

田沢湖音楽祭補助金 270

たざわこ童話祭補助金 90

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）

田沢湖町 角館町 西木村



角館町文化財保護協会補助金 45 文化財保護協会補助金 140

建築フォーラム補助金 100

角館のお祭り保存会補助金 540

平福百穂顕彰短歌大会開催費補助金 90

文化財保護活動費補助金 54

社会教育団体育成費補助金 192

田沢湖町 角館町 西木村

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況　　（単位：千円）



先 進 事 例 
 
■瑞穂市（岐阜県） 

  ２町の補助金・交付金等は、その事業目的、効果を総合的に勘案し、２町で進めてきた見直しの

 観点を踏まえつつ、公共的必要性・有効性・公平性の観点から新市においても引き続き、そのあり

 方の検討を行う。 
 
■神流町（群馬県） 

 （１）同種の公共的団体等に対する補助金等については、当該団体の理解を得ながら、整理・統合

   する。 
 （２）住民サービスのためや各種の振興的な補助金等については、サービス低下をきたさないよう

   に調整する。(両町村に共通するものは整理・統合し、一方の町村のみのものは現行どおりと 
   することを原則とする。) 
 （３）基金の運用益を活用した事業については、基金の整理・統合も検討するので、その検討に合

   わせ、基準を設けて整理・統合を検討する。 
 （４）町道補修費補助事業補助金及び道路愛護報償費については、行政区への助成金と併せて検討

   する。 
 
■山県市（岐阜県） 

  各種団体への補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において調

 整する。 
 （１）３町村で同一あるいは同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て、統一の

   方向で調整する。 
 （２）独自の補助金等については、従来の実績等を尊重し市域全体の均衡を保つように調整する。

 （３）整理統合できる補助金等については、統合するよう調整する。

 
■東かがわ市 

  各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、合併時に廃止し、従来からの経緯、実情等

 に配慮し、新市において公共的必要性・有効性・公平性の観点から見直し、制度化を図る。

 
■あさぎり町 

  各町村の従来からの経緯・実情等に考慮しつつ、予算措置の段階で調整する。 
 
■さぬき市 

  各町の補助金、交付金等は従来からの経緯、実情等を考慮し、新市において検討するものとする。

 （１）自治会補助金については、新市の自治会活動を充実させるよう交付水準について配慮する。

 （２）各町同一あるいは同種の補助金については、できるだけ早い機会に関係団体等の理解と協力

   を得て統一の方向で調整するものとする。 
 （３）各町独自の補助金については、従来の実績を尊重し、市域全体の均衡を保つように調整する

   ものとする。 
 （４）他の補助金に整理統合できる補助金については、統合の方向で調整するものとする。

 



 

 

○協議案第２７号関連  

 

・消防団の取扱いに関する法令  

 

・先進市事例  

 

 



消防団の取扱いに関する法令 

 

 

○消防組織法 （昭和22年法律第226号） 

 

 

第1条 消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災

又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害に因る被害を軽減することを以て、その任務とする。 

 

第15条 消防団の設置、名称及び区域は、条例で定める。 

        （第2項 省略） 

第15条の2 

2 消防団員の定員は、条例で定める。 

        （第1項 省略） 

第15条の6 消防団員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、この法律に定める

ものを除くほか、常勤の消防団員については地方公務員法の定めるところにより、非常勤の消防団員については

条例で定める。 

        （第2項 省略） 

 



先進市事例 

（消防団関係） 

■北上市 

 

■篠山市 

 

■西東京市 

 

■潮来市 

 

■さいたま市 

 

■新潟市 

 

（消防防災関係） 

■さいたま市 

 

■西東京市 

 

■あきる野市 

  

消防業務については、業務の一体性を速やかに確立するため、合併までに出動計画等の統一を図る。ただし、警防

指令業務は、ホットラインで対応することとし、合併後速やかに新システムを構築する。また、救急高度化推進事

業については、合併後速やかに新たな計画を策定する。なお、消防計画については、合併後速やかに策定する。 

総合防災訓練、防災行政無線は、現行の内容を統一して実施。 

当面は現行のとおり。災害時における指揮命令系統に支障が生じないよう、早期に統一できるよう統一する。 

三市町村の消防団は、合併時に統合するものとし、分団等の組織は、原則としてそのまま新市に引き継ぐ。 

合併時に統合するものとし、分団の組織は、原則としてそのまま新市に引き継ぐ。 

消防団は、合併時に統合する。分団の組織、活動範囲等運用については、当面現行のとおりとし、新市において

調整する。 

消防団は潮来町に統合、報酬は統合時に潮来町の制度に統一。 

消防団については、当面現行のとおり。ただし、団員の任免・報酬・手当及び消防団運営費交付金については、

合併時に再編する。 

消防体制については、黒崎町消防署は新潟市西消防署黒崎出張所とし、黒崎町消防団は新潟市西消防団第14分団

とする。黒崎町の消防団員数は現行のとおりとする。 


