
第１７回 田沢湖・角館・西木合併協議会  

 

            日時 平成16年10月22日（金）  午後１時30分  

            場所 西木温泉 ふれあいプラザ クリオン   

                         ２階 多目的ホール  

 

 

会議次第  

 

１．開 会  

 

２．会長あいさつ  

 

３．会議録署名委員の指名について  

 

４．議 題  

  協議案第５８号   新市建設計画について（継続協議）  

  協議案第５９号 社会福祉協議会の取扱いについて  

 

 その他  

 

５．閉 会  

 

 

 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                  （その１） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

  １ 合併の方式について H15. 4.10 第１回 H15. 4.10 第１回 

合併の期日について H15. 4.10 第１回     ２ 

（協議細目） 合併目標期日について H15. 4.10 第１回 H15. 4.10 第１回 

  ３ 新自治体の名称について H15. 5.23 第２回 H16. 6.16 第５回 

臨 時 

  ４ 新自治体の事務所の位置について H15. 5.23 第２回   

財産の取扱いについて H15. 5.23 第２回     ５ 

（協議細目） 財産の取扱いについて（その１） H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回 

  ６ 一般職の職員の身分の取扱いについて H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回 

新市町村建設計画について H15. 5.23 第２回   

（協議細目） 新市町村計画の概要について H15. 5.23 第２回 H15. 5.23 第２回 

  ７ 

（協定項目） 新市建設計画（素案）について H16. 9.13 第６回 

臨 時 

  

  ８ 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて H15. 6.27 第３回 H16. 6.16 第５回 

臨 時 

  ９ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて H15. 6.27 第３回 H16. 6.16 第５回 

臨 時 

地方税の取扱いについて H15. 6.27 第３回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 地方税の取扱いについて（その１） H15. 6.27 第３回 H15. 7.25 第４回 

１０ 

（協議細目） 地方税の取扱いについて（その２） H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

１１ 特別職の職員の身分の取扱いについて H15. 7.25 第４回 H15. 7.25 第４回 

１２ 介護保険事業の取扱いについて H15. 7.25 第４回 H15. 7.25 第４回 

１３ 慣行の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

各種事務事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 国際交流・広域交流事業の取扱いにつ 

いて 

H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 電算システム事業の取扱いについて H16. 2.27 第10回 H16. 4.30 第11回 

（協議細目） 広報広聴関係事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 納税関係事業の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 消防防災関係事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 交通安全関係事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 窓口業務の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

１４ 

（協議細目） 保健衛生事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 
 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                  （その２） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

（協議細目） 障害者福祉事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 高齢者福祉事業の取扱いについて H15. 8.29 第５回 H15. 9.26 第６回 

（協議細目） 児童福祉事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 保育事業の取扱いについて H16. 6.25 第13回 H16. 9.13 第６回 

臨 時 

（協議細目） 生活保護事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） その他の福祉事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

（協議細目） 環境衛生事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

（協議細目） ごみ収集運搬業務事業の取扱いについ 

て 

H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

（協議細目） 環境対策事業の取扱いについて H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

（協議細目） 農林水産関係事業の取扱いについて H16. 8.23 第15回 H16. 9.24 第16回 

（協議細目） 商工・観光関係事業の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 勤労者・消費者関連事業の取扱いにつ 

いて 

H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 建設関係事業の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

（協議細目） 上・下水道事業の取扱いについて H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

（協議細目） 市（町村）立学校の通学区域の取扱い 

について 

H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 学校教育事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 文化振興事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） コミュニティ活動の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 社会教育事業の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

（協議細目） 社会福祉協議会の取扱いについて H16. 9.24 第16回   

（協議細目） その他の事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

 

（協議細目） 地域交通対策関係事業の取扱いについ 

て 

H16. 2.27 第10回 H16. 4.13 第３回 

臨 時 

１５ 条例・規則等の取扱いについて H15. 9.26 第６回 H15.10.24 第７回 

１６ 公共的団体等の取扱いについて H15. 9.26 第６回 H15.10.24 第７回 

１７ 補助金・交付金等の取扱いについて H15.10.24 第７回 H16. 1.23 第９回 

１８ 使用料、手数料等の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

 



合 併 協 定 項 目 

                                                                                 （その３） 

NO． 項  目  名 提出月日 確認月日 

１９ 行政区の取扱いについて H16. 1.23 第９回 H16. 2.27 第10回 

２０ 一部事務組合等の取扱いについて H16. 6.25 第13回 H16. 9.24 第16回 

（協議細目） 一部事務組合等の取扱いについて 

             （その１）

H16. 6.25 第13回 H16. 7.22 第14回  

（協議細目） 一部事務組合等の取扱いについて 

             （その２）

H16. 8.23 第15回 H16. 9.24 第16回 

２１ 町名・字名の取扱いについて H16. 6.25 第13回 H16. 9.24 第16回 

 

２２ 国民健康保険事業の取扱いについて H16. 7.22 第14回 H16. 8.23 第15回 

 



協議案第５８号  

 

   新市建設計画について（継続協議）  

 

 

 新市建設計画（案）について、次のとおり提案する。  



協議案第５９号  

 

   社会福祉協議会の取扱いについて【協定項目２３－２８】  

 

 

 社会福祉協議会の取扱いについて、次のとおり提案する。  



                                

協 議 事 項 各種事務事業の取扱い 関 係 項 目 社会福祉協議会 

調整の内容 
１．社会福祉協議会については、それぞれの事情を尊重しながら合併を支援する。 

２．社会福祉協議会への事業委託については、社会福祉協議会の事情を尊重しながら調整に努める。 

 

現       況 

事務事業名 田沢湖町 角 館 町 西 木 村 
調整方針 

社会福祉協議会の

現状 

 

 

名称 

田沢湖町社会福祉協議会 

 

事務所の位置 

 田沢湖町生保内字宮ノ後 

（田湖町役場第２庁舎内） 

 

役員定数 

・会長        １名（町長）

・副会長       １名 

・理事       １１名 

・評議員      ３０名 

・監事        ３名 

 

事務局職員      ５名 

（臨時職員等含む・事務局長町派遣）

 

事業部局職員    ２０名 

（臨時パート職員等含む） 

 

 

借地・借施設等 

・事務所(田沢湖町役場第２庁舎) 

  107.94 ㎡ 町施設無償貸与 

・車庫 39.66 ㎡ 町施設無償貸与 

・デイサービスセンター 

 (運営受託事業施設) 

 

名称 

角館町社会福祉協議会 

 

事務所の位置 

角館町小勝田字間野 

（秋田県大曲保健所角館分室内）

 

役員定数 

・会長        １名 

・副会長       ２名 

・理事       １２名 

・評議員      ３５名 

・監事        ３名 

 

事務局職員      ７名 

（臨時パート職員等含む） 

 

事業部局職員    ２９名 

（臨時パート職員等含む） 

 

 

借地・借施設等 

・事務所（大曲保健所角館分室施設）

  102.06 ㎡ 県施設無償貸与 

・車庫 28.62 ㎡ 県施設無償貸与 

・田町デイサービスセンター 

 105.30 ㎡ 町施設無償貸与 

名称 

西木村社会福祉協議会 

 

事務所の位置 

西木村下桧木内字高屋 

（西木村福祉会館内） 

 

役員定数 

・会長        １名（村長）

・副会長       ２名 

・理事        ８名 

・評議員      ２３名 

・監事        ２名 

 

事務局職員      ４名 

（非常勤職員含む） 

 

事業部局職員    ４１名 

（臨時パート職員等含む） 

 

 

借地・借施設等 

・西木村福祉会館敷地 

・西木村社会福祉協議会車庫敷地 

 土地 村より無償借入 

・事務所建物（鉄骨造２階建て）は

村より無償贈与されている 

 

社会福祉協議会について

は、それぞれの事情を尊重

しながら合併を支援する。 



現       況 

事務事業名 田沢湖町 角館町 西木村 
調整方針 

主な単独事業

及び補助事業

・食の自立支援（給食サービス） 

・心配ごと相談事業 

・ネットワーク活動推進事業 

・福祉教育活動事業 

・ボランティアセンター事業 

・ボランティア活動育成事業 

・福祉員研修会 

・在宅支援事業(防火診断、巡回相談) 

・ミニ・デイサービス事業 

・ひとり暮らし老人お楽しみ会 

・たすけあい資金貸付事業 

・訪問介護事業所 

・居宅介護支援事業所 

・通所介護事業所 

・精神障害者居宅介護事業 

・生活保護介護扶助事業 

・田町デイサービスセンター事業 

・心配ごと相談事業 

・ネットワーク活動推進事業 

・福祉教育活動事業 

・社会福祉大会の開催 

・ボランティアセンター事業 

・福祉員研修会 

・在宅支援事業(防火診断、巡回相談)

・ミニ・デイサービス事業 

・ひとり暮らし老人お楽しみ会 

・たすけあい資金貸付事業 

・訪問介護事業所 

・居宅介護支援事業所 

・通所介護事業所 

・訪問入浴介護事業所 

・精神障害者居宅介護事業 

・生活保護介護扶助事業 

 

・ネットワーク活動推進事業 

・福祉教育活動事業 

・保健福祉推進大会の開催 

・ボランティア活動育成事業 

・在宅支援事業(防火診断、巡回相談)

・ミニ・デイサービス事業 

・ひとり暮らし老人お楽しみ会 

・たすけあい資金貸付事業 

・居宅介護支援事業所 

・訪問入浴介護事業所 

・生活保護介護扶助事業 

主な委託事業

 

  

・生きがい活動通所支援事業 

・ふれあい安心電話 

（緊急通報システム整備事業） 

・家族介護者交流事業 

(元気回復事業) 

・ホームヘルパー派遣事業 

(自立支援・精神・居宅生活支援) 

・田沢湖町デイサービスセンター事業 

・障害者居宅介護事業(支援費制度) 

・生きがい活動通所支援事業 

・ふれあい安心電話 

（緊急通報システム整備事業） 

・食の自立支援(配食サービス)事業

・地域福祉増進事業(紙おむつ支給)

・外出支援サービス事業 

・家族介護者交流事業 

・家族介護教室 

・理容サービス事業 

・友愛訪問事業 

・ホームヘルパー派遣事業 

(自立支援・精神・居宅生活支援)

・障害者居宅介護事業(支援費制度)

・生きがい活動通所支援事業 

・ふれあい安心電話 

（緊急通報システム整備事業） 

・食の自立支援(配食サービス)事業

・寝具洗濯乾燥サービス事業 

・介護予防地域支え合い事業 

(介護用品支給)  

・外出支援サービス事業 

・家族介護者交流事業 

・家族介護教室 

・心配ごと相談事業 

・ホームヘルパー派遣事業 

(自立支援・精神) 

・ひのきない保育園の受託運営、 

・かみひのきない保育園の受託運営

 

 

社会福祉協議会への事業委

託については、社会福祉協

議会の事情を尊重しながら

調整に努める。 



現       況 

事務事業名 田沢湖町 角館町 西木村 
調整方針 

 

補助金等 

 

・社会福祉協議会補助金 

 

 

 

 

１５年度補助金額 

２３,２９５,７５４円

  

 

・社会福祉協議会運営費補助金 

・社会福祉活動専門員負担金 

・心配ごと相談所開設費負担金 

・在宅福祉活動促進事業費補助金 

 

１５年度補助金、負担金額 

１１,１１３,２１７円 

 

・社会福祉協議会補助金 

 

 

 

 

１５年度補助金額 

１７,１６３,０００円 

 

団体事務局等

 

・身体障害者協会 

・手をつなぐ育成会 

・遺族会 

・傷痍軍人会 

・母子寡婦福祉会 

・日赤分区 

・共同募金会 

 

 

・民生児童委員協議会 

・身体障害者協会 

・手をつなぐ育成会 

・母子寡婦福祉会 

・日赤分区 

・共同募金会 

・ボランティア連絡協議会 

・水難救助青い羽募金 

 

 

 

・老人クラブ連合会 

・身体障害者協会 

・手をつなぐ育成会 

・遺族会 

・傷痍軍人会 

・母子寡婦福祉会 

・日赤分区 

・共同募金会 

・ボランティア連絡協議会 

 

 

 

 


