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※ 市町の現況は、いずれも、各合併協議会において、当該合併協定項目が確認された時点のものである。
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１　高松地区広域 　（構成市町） 　（構成市町）

　　市町村圏振興 　高松市・香川町・三木町・牟礼町・庵治町・塩江町・ 　高松市と同じ。

　　事務組合 　香南町・直島町・綾上町・綾南町・国分寺町

　（共同で実施している事務） 　（共同で実施している事務）

　①　広域市町村圏計画の策定 　①　高松市と同じ。

　②　広域市町村圏計画実施のための連絡調整 　②　高松市と同じ。

　③　総合老人ホーム「ひぐらし荘」の設置・管理運営 　③　高松市と同じ。

　④　介護認定審査会の設置・管理運営 　④　高松市と同じ。

　⑤　広域交流センターの設置・管理運営 　⑤　高松市と同じ。

　⑥　し尿処理施設の設置・管理運営 　⑥　高松市と同じ。

　⑦　南部ごみ処理施設及び同施設に併設する関 　⑦　該当なし。

　　　連施設の設置・管理運営

　⑧　西部ごみ処理施設と、それに併設するスポーツ 　⑧　該当なし。

　　　・レクリエーション公園の設置・運営管理

　⑨　椛川ダムの建設 　⑨　高松市と同じ。

　⑩　椛川ダムに係る水道用水の供給 　⑩　高松市と同じ。

２　木田香川地区 　該当なし。 　（構成市町）

　　町村税滞納整 　香川町・三木町・牟礼町・庵治町・塩江町・香南町・

　　理組合 　直島町

　（共同で実施している事務）

　　・滞納町村税等の整理

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

分　　　　類 一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　川　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　香川町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行う。
　香川町土地開発公社については、高松市
土地開発公社に統合する。

・両市町が加入している一部事務組合に差
異がある。
・香川町のみが加入している一部事務組合
がある。
・両市町において、土地開発公社を設立し
ている。

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　香川町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行う。
　香川町土地開発公社については、高松市
土地開発公社に統合する。

調　　　　　　整　　　　　　案
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３　讃岐地区広域 　該当なし。 　（構成市町）

　　消防組合 　香川町・三木町・牟礼町・庵治町・塩江町・香南町・

　（共同で実施している事務）

　　・消防組織法及び消防法の定める消防事務

　　（水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に

　　　関する事務を除く。）

　　・液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する

　　　法律に基づく事務のうち、以下のもの。

(1)　第１６条の２第２項の規定による命令

(2)　第３８条の３の規定による届出の受理

(3)　第８３条第３項の規定による立入検査等

※　(1)及び(3)については、(2)の届出に係るもの

　　に限る。

４　香川南部葬斎 　該当なし。 　（構成市町）

　　場組合 　香川町・塩江町・香南町

　（共同で実施している事務）

　　・火葬場の設置、管理、葬斎事業

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 一部事務組合等の状況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　川　　　　　　　町

総務・企画財政・市民・環境・消防

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案
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５　香川県市町総 　該当なし。 　（構成市町）

　　合事務組合 　善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、県内

　全町（３０町）、消防関係一部事務組合（３２組合）、

　財産区（３４財産区）

　

　（共同で処理する事務）

　　・組合市町等の職員に対する退職手当の支給に

　　　関する事務

　　・非常勤消防団員の災害補償

　　・消防作業及び救急業務協力者の災害補償

　　・水防従事者の災害補償

　　・災害対策応急措置業務従事者の災害補償

　　・非常勤消防団員の退職報償金支給

　　・消防団員及び消防作業等従事者の賞じゅつ金、

　　　弔慰金、見舞金の支給

　　・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又

　　　は通勤による災害補償

　　・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

　　　師の公務災害補償に関する事務

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　川　　　　　　　町

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 一部事務組合等の状況

問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

行政制度等現況調書・調整方針
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６　香川県東部 　該当なし。 　（構成市町）

　　清掃施設組合 　香川町・さぬき市・東かがわ市・三木町・牟礼町・

　庵治町

　（共同で実施している事務）

　・ごみ処理施設の設置・管理・運営

　・併設のスポーツ・レクリエーション施設の設置・

　　管理・運営

７　土地開発公社 【高松市　土地開発公社】 【香川町　土地開発公社】

　（基本財産） ５００万円 　（基本財産） ５００万円

　（設立日） 　（設立日）

対　　　　　　応　　　　　　策

一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　川　　　　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

問　　題　　点　　・　　課　　題

昭和48年3月31日

分　　　　類

昭和48年12月20日
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１　高松地区広域 　（構成市町） 　（構成市町）

　　市町村圏振興 　高松市・塩江町・香川町・香南町・直島町・三木町・ 　高松市と同じ。

　　事務組合 　牟礼町・庵治町・綾上町・綾南町・国分寺町

　（共同で実施している事務） 　（共同で実施している事務）

　①　広域市町村圏計画の策定 　①　高松市と同じ。

　②　広域市町村圏計画実施のための連絡調整 　②　高松市と同じ。

　③　総合老人ホーム「ひぐらし荘」の設置・管理運営 　③　高松市と同じ。

　④　介護認定審査会の設置・管理運営 　④　高松市と同じ。

　⑤　広域交流センターの設置・管理運営 　⑤　高松市と同じ。

　⑥　し尿処理施設の設置・管理運営 　⑥　高松市と同じ。

　⑦　南部ごみ処理施設及び同施設に併設する関 　⑦　該当なし。

　　　連施設の設置・管理運営

　⑧　西部ごみ処理施設と、それに併設するスポー 　⑧　高松市と同じ。

　　　ツ・レクリエーション公園の設置・運営管理

　⑨　椛川ダムの建設 　⑨　該当なし。

　⑩　椛川ダムに係る水道用水の供給 　⑩　該当なし。

２　坂出綾歌地区 　該当なし。 　（構成市町）

　　市町村税滞納 　坂出市及び宇多津町、綾南町、国分寺町、綾上町

　　整理組合 　

　（共同で実施している事務）

　①納税の普及徹底に関すること

　②市町税で督促状に定める期限内に納付又は納入

　　しないものについて、当該市町長の通知に基づき

　　滞納処分を実施すること。

　③前号の滞納処分に係る市町税督促手数料及び

　　延滞金、延滞加算金等を当該市町に還付すること

　④組合吏員の税務教育に関すること

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　国分寺町のみが加入している一部事務組
合については、住民サービスの変化を来さ
ないことを基本に、その取扱いについて、合
併時までに調整し、所要の手続きを行うもの
とする。
　国分寺町土地開発公社については、高松
市土地開発公社に統合するものとする。

項　　　　目
・両市町が加入している一部事務組合に差
異がある。
・国分寺町のみが加入している一部事務組
合がある。
・両市町において、土地開発公社を設立し
ている。

対　　　　　　応　　　　　　策

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　国分寺町のみが加入している一部事務組
合については、住民サービスの変化を来さ
ないことを基本に、その取扱いについて、合
併時までに調整し、所要の手続きを行うもの
とする。
　国分寺町土地開発公社については、高松
市土地開発公社に統合するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

分　　　　類 一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町
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３　綾南環境衛生 　該当なし。 　（構成市町）

　　組合 　国分寺町、綾上町、綾南町、綾歌町

　（共同で実施している事務）

　・一般廃棄物の埋立

　・綾南斎苑の設置及び管理運営

　・し尿貯留槽の設置及び管理運営

４　香川県市町総 　該当なし。 　（構成市町）

　　合事務組合 　善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、県内

　全町（３０町）、消防関係一部事務組合（３２組合）、

　財産区（３４財産区）

　

　（共同で処理する事務）

　　・組合市町等の職員に対する退職手当の支給に

　　　関する事務

　　・非常勤消防団員の災害補償

　　・消防作業及び救急業務協力者の災害補償

　　・水防従事者の災害補償

　　・災害対策応急措置業務従事者の災害補償

　　・非常勤消防団員の退職報償金支給

　　・消防団員及び消防作業等従事者の賞じゅつ金、

　　　弔慰金、見舞金の支給

　　・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又

　　　は通勤による災害補償

　　・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

　　　師の公務災害補償に関する事務

５　土地開発公社 【高松市　土地開発公社】 【国分寺町　土地開発公社】

　（基本財産） ５００万円 　（基本財産） ５００万円

　（設立日） 　（設立日）昭和48年3月31日 昭和48年5月29日

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

調　　　　　　整　　　　　　案

一部事務組合等の状況分　　　　類

総務・企画財政・市民・環境・消防

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名
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１　高松地区広域 　（構成市町） 　（構成市町）

　　市町村圏振興 　高松市・塩江町・香川町・香南町・直島町・三木町・ 　高松市と同じ。

　　事務組合 　牟礼町・庵治町・綾上町・綾南町・国分寺町

　（共同で実施している事務） 　（共同で実施している事務）

　①　広域市町村圏計画の策定 　①　高松市と同じ。

　②　広域市町村圏計画実施のための連絡調整 　②　高松市と同じ。

　③　総合老人ホーム「ひぐらし荘」の設置・管理運営 　③　高松市と同じ。

　④　介護認定審査会の設置・管理運営 　④　高松市と同じ。

　⑤　広域交流センターの設置・管理運営 　⑤　高松市と同じ。

　⑥　し尿処理施設の設置・管理運営 　⑥　高松市と同じ。

　⑦　南部ごみ処理施設及び同施設に併設する関 　⑦　高松市と同じ。

　　　連施設の設置・管理運営

　⑧　西部ごみ処理施設と、それに併設するスポーツ 　⑧　該当なし。

　　　・レクリエーション公園の設置・運営管理

　⑨　椛川ダムの建設 　⑨　高松市と同じ。

　⑩　椛川ダムに係る水道用水の供給 　⑩　高松市と同じ

２　木田香川地区 　該当なし。 　（構成市町）

　　町村税滞納整 　塩江町・香川町・香南町・三木町・牟礼町・庵治町・

　　理組合 　直島町

　（共同で実施している事務）

　滞納町村税等の整理

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・消防

分　　　　類 一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 　　　　　　香　　　　　　　南　　　　　　　町　　　　　　　 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　香南町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行うものと
する。
　土地開発公社については、高松市の制度
を適用する。

・両市町が加入している一部事務組合に差
異がある。
・香南町のみが加入している一部事務組合
がある。
・香南町では、土地開発公社を設立してい
ない。

・両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
・香南町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行うものと
する。
・土地開発公社については、高松市の制度
を適用する。
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３　讃岐地区広域 　該当なし。 　（構成市町）

　　消防組合 　塩江町・香川町・香南町・三木町・牟礼町・庵治町

　（共同で実施している事務）

　　消防組織法及び消防法の定める消防事務

　　※水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に

　　　関する事務を除く。

　　液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する

　　　法律に基づく事務のうち、以下のもの。

(1)　第１６条の２第２項の規定による命令

(2)　第３８条の３の規定による届出の受理

(3)　第８３条第３項の規定による立入検査等

※　(1)及び(3)については、(2)の届出に係るもの

　　に限る。

４　香川南部葬斎 　該当なし。 　（構成市町）

　　場組合 　塩江町・香川町・香南町

　（共同で実施している事務）

　　火葬場の設置、管理、葬斎事業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名

対　　　　　　応　　　　　　策

分　　　　類 一部事務組合等の状況

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 　　　　　　香　　　　　　　南　　　　　　　町　　　　　　　

総務・企画財政・市民・消防
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５　香川県市町総 　該当なし。 　（構成市町）

　　合事務組合 　善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、県内

　全町（３０町）、消防関係一部事務組合（３２組合）、

　財産区（３４財産区）

　

　（共同で処理する事務）

　　・組合市町等の職員に対する退職手当の支給に

　　　関する事務

　　・非常勤消防団員の災害補償

　　・消防作業及び救急業務協力者の災害補償

　　・水防従事者の災害補償

　　・災害対策応急措置業務従事者の災害補償

　　・非常勤消防団員の退職報償金支給

　　・消防団員及び消防作業等従事者の賞じゅつ金、

　　　弔慰金、見舞金の支給

　　・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又

　　　は通勤による災害補償

　　・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

　　　師の公務災害補償に関する事務

６　土地開発公社 【高松市　土地開発公社】 　該当なし。

　（基本財産） ５００万円

　（設立日） 昭和４８年３月３１日

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 　　　　　　香　　　　　　　南　　　　　　　町　　　　　　　

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 一部事務組合等の状況

問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 総務・企画財政・市民・消防
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１　高松地区広域 　（構成市町） 　（構成市町）

　　市町村圏振興 　高松市・庵治町・三木町・牟礼町・塩江町・香川町 　高松市と同じ。

　　事務組合 　香南町・直島町・綾上町・綾南町・国分寺町

　（共同で実施している事務） 　（共同で実施している事務）

　①　広域市町村圏計画の策定 　①　高松市と同じ。

　②　広域市町村圏計画実施のための連絡調整 　②　高松市と同じ。

　③　総合老人ホーム「ひぐらし荘」の設置・管理運営 　③　高松市と同じ。

　④　介護認定審査会の設置・管理運営 　④　高松市と同じ。

　⑤　広域交流センターの設置・管理運営 　⑤　高松市と同じ。

　⑥　し尿処理施設の設置・管理運営 　⑥　高松市と同じ。

　⑦　南部ごみ処理施設及び同施設に併設する関 　⑦　該当なし。

　　　連施設の設置・管理運営

　⑧　西部ごみ処理施設と、それに併設するスポーツ 　⑧　該当なし。

　　　・レクリエーション公園の設置・運営管理

　⑨　椛川ダムの建設 　⑨　該当なし。

　⑩　椛川ダムに係る水道用水の供給 　⑩　該当なし。

２　木田香川地区 　該当なし。 　（構成市町）

　　町村税滞納整 　庵治町・三木町・牟礼町・塩江町・香川町・香南町・

　　理組合 　直島町

　（共同で実施している事務）

　　・滞納町村税等の整理

・両市町が加入している一部事務組合に差
異がある。
・庵治町のみが加入している一部事務組合
がある。
・庵治町では、土地開発公社を設立してい
ない。

・両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
・庵治町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行う。
・土地開発公社については、高松市の制度
を適用する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　庵治町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行う。
　土地開発公社については、高松市の制度
を適用する。

分　　　　類 一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　冶　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防
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３　讃岐地区広域 　該当なし。 　（構成市町）

　　消防組合 　庵治町・三木町・牟礼町・塩江町・香川町・香南町

　（共同で実施している事務）

　　・消防組織法及び消防法の定める消防事務

　　（水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に

　　　関する事務を除く。）

　　・液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する

　　　法律に基づく事務のうち、以下のもの。

(1)　第１６条の２第２項の規定による命令

(2)　第３８条の３の規定による届出の受理

(3)　第８３条第３項の規定による立入検査等

※　(1)及び(3)については、(2)の届出に係るもの

　　に限る。

４　香川県東部清 　該当なし。 　（構成市町）

　　掃施設組合 　庵治町・さぬき市・東かがわ市・三木町・牟礼町・

　香川町

　（共同で実施している事務）

　・ごみ処理施設の設置・管理・運営

　・併設のスポーツ・レクリエーション施設の設置・

　　管理・運営

総務・企画財政・市民・環境・消防

分　　　　類 一部事務組合等の状況

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　冶　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名

対　　　　　　応　　　　　　策
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５　香川県市町総 　該当なし。 　（構成市町）

　　合事務組合 　善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、県内

　全町（３０町）、消防関係一部事務組合（３２組合）、

　財産区（３４財産区）

　

　（共同で処理する事務）

　　・構成団体の職員に対する退職手当の支給に

　　　関する事務

　　・非常勤消防団員の災害補償

　　・消防作業及び救急業務協力者の災害補償

　　・水防従事者の災害補償

　　・災害対策応急措置業務従事者の災害補償

　　・非常勤消防団員の退職報償金支給

　　・消防職員、消防団員及び消防作業等従事者の

　　　賞じゅつ金、弔慰金、見舞金の支給

　　・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又

　　　は通勤による災害補償

　　・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

　　　師の公務災害補償に関する事務

６　土地開発公社 【高松市　土地開発公社】 　該当なし。

　（基本財産） ５００万円

　（設立日）

問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　冶　　　　　　　町

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 一部事務組合等の状況

行政制度等現況調書・調整方針

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

昭和48年3月31日
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１　高松地区広域 　（構成市町） 　（構成市町）

　　市町村圏振興 　高松市・牟礼町・三木町・庵治町・塩江町・香川町 　高松市と同じ。

　　事務組合 　香南町・直島町・綾上町・綾南町・国分寺町

　（共同で実施している事務） 　（共同で実施している事務）

　①　広域市町村圏計画の策定 　①　高松市と同じ。

　②　広域市町村圏計画実施のための連絡調整 　②　高松市と同じ。

　③　総合老人ホーム「ひぐらし荘」の設置・管理運営 　③　高松市と同じ。

　④　介護認定審査会の設置・管理運営 　④　高松市と同じ。

　⑤　広域交流センターの設置・管理運営 　⑤　高松市と同じ。

　⑥　し尿処理施設の設置・管理運営 　⑥　高松市と同じ。

　⑦　南部ごみ処理施設及び同施設に併設する関 　⑦　該当なし。

　　　連施設の設置・管理運営

　⑧　西部ごみ処理施設と、それに併設するスポーツ 　⑧　該当なし。

　　　・レクリエーション公園の設置・運営管理

　⑨　椛川ダムの建設 　⑨　該当なし。

　⑩　椛川ダムに係る水道用水の供給 　⑩　該当なし。

２　木田香川地区 　該当なし。 　（構成市町）

　　町村税滞納整 　牟礼町・三木町・庵治町・塩江町・香川町・香南町・

　　理組合 　直島町

　（共同で実施している事務）

　　・滞納町村税等の整理

・両市町が加入している一部事務組合に差
異がある。
・牟礼町のみが加入している一部事務組合
がある。
・両市町において、土地開発公社を設立し
ている。

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　牟礼町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行う。
　牟礼町土地開発公社については、高松市
土地開発公社に統合する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　両市町が加入している一部事務組合につ
いては、高松市として引き続き加入する。
　牟礼町のみが加入している一部事務組合
については、住民サービスの変化を来さな
いことを基本に、その取扱いについて、合併
時までに調整し、所要の手続きを行う。
　牟礼町土地開発公社については、高松市
土地開発公社に統合する。

分　　　　類 一部事務組合等の状況

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防
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３　讃岐地区広域 　該当なし。 　（構成市町）

　　消防組合 　牟礼町・三木町・庵治町・塩江町・香川町・香南町

　（共同で実施している事務）

　　・消防組織法及び消防法の定める消防事務

　　（水利施設の設置及び管理並びに非常備消防に

　　　関する事務を除く。）

　　・液化石油ガスの保安及び取引の適正化に関する

　　　法律に基づく事務のうち、以下のもの。

(1)　第１６条の２第２項の規定による命令

(2)　第３８条の３の規定による届出の受理

(3)　第８３条第３項の規定による立入検査等

※　(1)及び(3)については、(2)の届出に係るもの

　　に限る。

４　香川県東部清 　該当なし。 　（構成市町）

　　掃施設組合 　牟礼町・さぬき市・東かがわ市・三木町・庵治町

　香川町

　（共同で実施している事務）

　・ごみ処理施設の設置・管理・運営

　・併設のスポーツ・レクリエーション施設の設置・

　　管理・運営

総務・企画財政・市民・環境・消防

分　　　　類 一部事務組合等の状況

問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い 部　 会 　名

対　　　　　　応　　　　　　策
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５　香川県市町総 　該当なし。 　（構成市町）

　　合事務組合 　善通寺市、観音寺市、さぬき市、東かがわ市、県内

　全町（３０町）、消防関係一部事務組合（３２組合）、

　財産区（３４財産区）

　

　（共同で処理する事務）

　　・構成団体の職員に対する退職手当の支給に

　　　関する事務

　　・非常勤消防団員の災害補償

　　・消防作業及び救急業務協力者の災害補償

　　・水防従事者の災害補償

　　・災害対策応急措置業務従事者の災害補償

　　・非常勤消防団員の退職報償金支給

　　・消防職員、消防団員及び消防作業等従事者の

　　　賞じゅつ金、弔慰金、見舞金の支給

　　・議会の議員その他非常勤の職員の公務災害又

　　　は通勤による災害補償

　　・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤

　　　師の公務災害補償に関する事務

６　土地開発公社 【高松市　土地開発公社】 【牟礼町　土地開発公社】

　（基本財産） ５００万円 　（基本財産） ５００万円

　（設立日） 　（設立日）

問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名 総務・企画財政・市民・環境・消防

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

協 定 項 目 １６　一部事務組合等の取扱い

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

分　　　　類 一部事務組合等の状況

行政制度等現況調書・調整方針

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

昭和48年3月31日 昭和48年3月24日
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１　都市名及び 　国内３都市と提携 　該当なし。
　　提携年月日 　(姉妹城都市） 　ただし、平成１２年１１月の第１回全国国分寺サミッ

　　・彦根市（滋賀県） ト以降、栃木県国分寺町と交流を続けており、平成

　

　　・矢島町（秋田県）
・高松市の制度に統一する｡

　　　　※平成１７年３月２２日合併予定

２　交流事業

　高松市の制度に統一する｡

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 国内都市との提携

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

　　　　昭和４１年８月１５日都市提携

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－1　都市提携 部　 会 　名 総　　　務

・３市（水戸市、彦根市、高松市）の親善と友好を深
　めることを目的に、３市が持ち回りで開催地となり
　「３市の観光と物産展」を開催しており、これまで高
　松　市で開催する際には、矢島町、高松町（現　か
　ほく市）を加えた３市２町の物産展として開催してい
　る。
・矢島町で行われる「産業文化祭」に参加し、物産の
　実演販売を行っている｡
・各都市とのスポーツ（交歓野球大会等）交流事業を
　実施している｡
・各都市において開催されるまつり等のイベントに参
　加している。

台風の災害復旧等により、調印式が延期され、改め
て調印式を行う予定｡

　お互いの各種イベントに参加する等、町、議会、関
係団体からなる親善交流をしている。

　　　　平成１１年１０月２７日都市提携

　(親善都市）
　　・水戸市（茨城県）
　　　　昭和４９年４月１３日都市提携
　（友好都市）

・提携先、提携予定先が異なっている｡
・国分寺町は、現時点では都市提携を結ん
でいない。

　なお、栃木県国分寺町は、平成１７年１０月に近隣
２町と合併を行い「下野市」となる予定｡

・国分寺町が予定している都市提携の取扱
いについては、相手先の合併の動向を踏
まえるとともに、その意思等も尊重し、地域
間交流等のあり方も含め、合併時までに調
整するものとする。

　国分寺町が予定している都市提携の取
扱いについては、相手先の合併の動向を
踏まえるとともに、その意思等も尊重し、地
域間交流等のあり方も含め、合併時までに
調整するものとする。

１６年９月議会で友好都市締結の議決をし、１０月２９
日に栃木県国分寺町で調印式を予定していたが
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２４－５　コミュニティ施策

１　設置目的 　該当なし。 　高松市には、該当する施設がない。

２　施設の概要 　 ○香川町立文化センター
　　１．東部文化センター
　  ２．浅野２号文化センター
　  ３．大野北部文化センター
　  ４．日生ニュータウン文化センター
　  ５．川東上文化センター
　  ６．浅野４号文化センター
　  ７．大野下文化センター
　  ８．大野南部文化センター
　  ９．川東西部文化センター
　 10．浅野１号文化センター
　 11．大野東部文化センター
　 12．川東下文化センター
　 13．上部会館
○日生ニュータウングリーンセンター　　

３　管理運営等 　

　地域住民の各種会合をはじめ、多目的な利用がで
きる施設として設置している。

分　　　　類 香川町立文化センター等の管理等

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

（管理）
　香川町（管理人委託）
（開館）
　 午前９時、閉館 午後１０時
（休館日）
　毎週月曜日､年末年始(12月28日～1月4日)

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 市　　　民

調　　　　　　整　　　　　　案

・香川町立文化センター等については、高
松市に引き継ぐ。
・管理運営等については、現行の管理体制
を基本に、合併時までに調整するものとす
る。

　香川町立文化センター等については、高
松市に引き継ぐ。
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１　地域型 ①事業内容 ①事業内容
　　支援センター 要援護高齢者の実態把握 要援護高齢者の実態把握

在宅介護に関する相談 在宅介護に関する相談
保健福祉サービスの情報提供　など 保健福祉サービスの情報提供

介護予防教室
介護支援専門員連絡会事務局　など

②運営方法 ②運営方法
社会福祉法人、医療法人、社会福祉協議会 香川町が直営　
などへ委託

③センター数 ③センター数

　〔職員配置－配置基準〕 　〔職員設置〕
1施設につき常勤1人以上（ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、 社会福祉士１名常勤
保健師、看護師、介護福祉士、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ） 保健師１名兼務（居宅介護支援事業所）
※他の業務との兼務可

２　基幹型 ①事業内容 　該当なし。
　　支援センター 地域型支援センターに対する指導・助言

地域ケア会議の開催
②運営方法

直営（高松市が運営）
③センター数

1箇所（高松市長寿社会対策課内に設置）

分　　　　類 老人介護支援センター事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　高松市の制度に統一する。

対　　　　　　応　　　　　　策

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

調　　　　　　整　　　　　　案

　地域型支援センターの運営方法等に差
異がある。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、地域型支援センターの委託化に
伴い、香川町地域の住民サービスの低下
を招かないよう、合併時までに調整するも
のとする。

１箇所（香川町保健福祉総合センター内に設
置）

１７箇所（特別養護老人ホーム、老人保健施設
に併設）
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１　地域型 ①事業内容 ①事業内容
　　支援センター 要援護高齢者の実態把握

在宅介護に関する相談
保健福祉サービスの情報提供　など

②運営方法 ②運営方法
社会福祉法人、医療法人、社会福祉協議会
などへ委託

③センター数 ③センター数
17箇所（特別養護老人ホーム、老人保健施設
に併設）

　〔職員配置－配置基準〕 　〔職員配置〕
1施設につき常勤1人以上（ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ、
保健師、看護師、介護福祉士、ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ）
※他の業務との兼務可

２　基幹型 ①事業内容 　該当なし。
　　支援センター 地域型支援センターに対する指導・助言

地域ケア会議の開催
②運営方法

直営（高松市が運営）
③センター数

1箇所（高松市長寿社会対策課内に設置）

　高松市の制度に統一する。

項　　　　目

１箇所（老人保健施設に併設）

調　　　　　　整　　　　　　案

国分寺町が直営

常勤３名（社会福祉士、保健師、ケアマネー
ジャー、看護師）

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－７　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

分　　　　類 老人介護支援センター事業

対　　　　　　応　　　　　　策
　高松市の制度に統一する。
　なお、地域型支援センターの委託化に伴
い、国分寺町地域の住民サービスの低下
を招かないよう、合併時までに調整するも
のとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題
　地域型支援センターの運営方法等に差
異がある。高松市と同じ。

高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　分　　寺　　町
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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１　目的 　該当なし。

　　　

　　　

　　　

　ふれあい館

（管理形態）

　シルバー人材センターに管理を委託

（開館日）

　休館日の指定はなし。

（使用料）

　無料

　ゲートボール場の夜間照明の使用料　　

　　　　　100円／時間　　　

（集会室）

　１室　　他に事務室、倉庫

　地域ふれあいセンター

（管理形態）

　近隣の住民に鍵の管理を委託　　1万円／月

（開館日）

　休館日の指定はなし。

（使用料）

　無料

（集会室）

　２室　　他に調理室

介護予防等拠点施設管理運営事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

対　　　　　　応　　　　　　策

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　介護予防、痴呆性高齢者の在宅生活の支援、又は
居宅介護支援の質の向上を図るため、また、障害者
の自立と社会参加を促進するため、介護予防等拠点
施設として整備した。

　高松市には、介護予防等拠点施設がな
い。

２　ふれあい館

３　地域ふれあい
センター

　香南町の介護予防等拠点施設について
は、高松市に引き継ぐ。
　ただし、施設の管理形態については、合
併時までに調整するものとする。

　香南町の介護予防等拠点施設について
は、高松市に引き継ぐ。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－６　高齢者福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類
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１　目的 　高松市と同じ。

２　補助対象団体

社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やか
に育成され、または社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、そ
の環境、年齢、心身の状況に応じ、地域において必
要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助
することを目的として、社会福祉事業の能率的運営と
組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図る。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１０　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類

①名称
　　社会福祉法人　高松市社会福祉協議会

②組織
　　会長１人、副会長３人、理事１５人（会長、副会長
　　を含む）、評議員４０人
　　事務局⇒事務局長、事務局次長、事業課、総務
　　　　　　　　課、在宅サービス課

③活動内容
　・介護保険事業
　・市委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、たすけ合い金
　　庫、在宅福祉サービス事業、車椅子貸与事業、地
　　域福祉権利擁護事業、ふれあいのまちづくり事業
　　等）

①名称
　　社会福祉法人　香川町社会福祉協議会

②組織
　　会長１人、副会長１人、理事９人（会長、副会長
　　を含む）、評議員２０人
　　事務局⇒事務局長、職員２人、
　　介護保険事業等職員（ケアマネージャー２人、
　　ヘルパー４人、その他５人）

③活動内容
　・介護保険事業
　・町委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、緊急資金
　　貸付、地域福祉権利事業、敬老会、歳末見舞、
　　各種団体事務局等）

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

・補助内容及び委託事業内容に差異があ
る。
・法律により、１自治体においては、１つの
社会福祉協議会のみ設置できることとなっ
ている。

　社会福祉協議会への補助内容等につい
ては、社会福祉協議会の統合に伴い、香川
町地域におけるサービス低下を招かないよ
う、両市町の社会福祉協議会の協議を踏ま
え、合併時までに調整する。

　社会福祉協議会への運営補助等につい
ては、社会福祉協議会の統合に伴い、香川
町地域におけるサービス低下を招かないよ
う、合併時までに調整する。
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３　補助内容

４　委託事業内容 ・身体障害者入浴サービス事業

・精神障害者ホームヘルプサービス事業

・難病患者等ホームヘルプサービス事業

・敬老会事業

・老人介護支援センター事業

・在宅介護者支援事業

・福祉電話架設対象者連絡サービス業務

・老人と地域の交流事業

・要介護認定事業

・給食サービス事業

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

対　　　　　　応　　　　　　策

香　　　　　　　川　　　　　　　町

・高齢者生きがい通所事業

・センター管理運営事業補助

・外出支援サービス事業

・事務費補助事業

・センター償還金補助事業

･福祉事業

行政制度等現況調書・調整方針

①運営補助
　・人件費補助
　　介護保険事業従事者以外の職員分を全額補助
　・管理費補助
　　管理委託費等について社会福祉協議会の全体予
　　算に対する介護保険事業の割合に応じて補助。
　　ただし、補助対象、補助割合は毎年度見直し。
　・社会福祉協議会運営費補助

②事業補助
　・在宅福祉サービス事業補助
　・福祉事業団体補助

協 定 項 目 ２４－１０　各種事務事業の取扱い（その他の福祉事業） 部　 会 　名 健　康　福　祉

①運営補助
　・人件費補助
　　職員２人分を全額補助
　・事務局経費補助
　　全額補助
　・福祉センター管理費・償還金補助

②事業補助
　・ホームヘルプサービス事業補助
　・敬老会事業補助
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１　目的  高松市と同じ。

２　補助対象団体

３　補助内容

①名称
　　社会福祉法人　高松市社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長３人、理事１５人（会長、副会長
　　を含む）、評議員４０人
　　事務局⇒事務局長、事務局次長、事業課、総務
　　　　　　　　課、在宅サービス課
③活動内容
　・介護保険事業
　・市委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、たすけ合い金
　　庫、在宅福祉サービス事業、車椅子貸与事業、地
　　域福祉権利擁護事業、ふれあいのまちづくり事業
　　等）

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

　福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やか
に育成され、または社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、そ
の環境、年齢、心身の状況に応じ、地域において必
要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助
することを目的として、社会福祉事業の能率的運営と
組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図る。

・補助内容及び委託事業内容に差異があ
る。
・法律により、１自治体においては、１つの社
会福祉協議会のみ設置できることとなってい
る。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１０　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

①名称
　　社会福祉法人　国分寺町社会福祉協議会
②組織
　　会長　1人、副会長　1人、理事 9人（会長、副会
　　長を含む）、評議員　20人
　　事務局⇒事務局長、職員４人、ケアマネジャー
　　１人、ヘルパー１人
③活動内容
　・介護保険事業
　・町委託事業
　・社協自主事業（生きがい活動通所事業、軽度生
　　活援助事業、シルバー人材センター事業等）

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　社会福祉協議会への運営補助等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、国分寺
町地域におけるサービスの低下を招かない
よう、両市町の社会福祉協議会の協議を踏
まえ、合併時までに調整するものとする。

①運営補助
　・人件費補助
　　介護保険事業従事者以外の職員分を全額補助
　・管理費補助
　　管理委託費等について社会福祉協議会の全体予
　　算に対する介護保険事業の割合に応じて補助。
　　ただし、補助対象、補助割合は毎年度見直し。
　・社会福祉協議会運営費補助
②事業補助
　・在宅福祉サービス事業補助
　・福祉事業団体補助

①運営補助
　・人件費補助
　　職員４人分は全額補助
　・事務局経費補助
　　全額補助
　

②事業補助
　・シルバー人材センター事業

　社会福祉協議会への運営補助等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、国分寺
町地域におけるサービスの低下を招かない
よう、合併時までに調整するものとする。
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４　委託事業内容 ・身体障害者入浴サービス事業 ・生きがい活動支援通所事業
・精神障害者ホームヘルプサービス事業 ・精神障害者ホームヘルプサービス事業
・難病患者等ホームヘルプサービス事業 ・難病患者等ホームヘルプサービス事業
・敬老会事業 ・心配ごと相談事業
・老人介護支援センター事業 ・障害者等訪問入浴事業
・在宅介護者支援事業
・福祉電話架設対象者連絡サービス業務
・老人と地域の交流事業

協 定 項 目 ２４－１０　その他の福祉事業 部　 会 　名

高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

対　　　　　　応　　　　　　策

国　　　　分　　　　寺　　　　町

健　康　福　祉



 

- 25 - 

１　目的  高松市と同じ。

２　補助対象団体

３　補助内容

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やか
に育成され、または社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、そ
の環境、年齢、心身の状況に応じ、地域において必
要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助
することを目的として、社会福祉事業の能率的運営と
組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図る。

①名称
　　社会福祉法人　高松市社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長３人、理事１５人（会長、副会長
　　を含む）、評議員４０人
　　事務局⇒事務局長、事務局次長、事業課、総務
　　　　　　　　課、在宅サービス課
③活動内容
　・介護保険事業
　・市委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、たすけ合い金
　　庫、在宅福祉サービス事業、車椅子貸与事業、地
　　域福祉権利擁護事業、ふれあいのまちづくり事業
　　等）

①名称
　　社会福祉法人　香南町社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長１人、理事　9人（会長、副会長
　　を含む）、評議員　29人
　　事務局⇒事務局長、職員　２人　、
　　　　　　　　介護保険事業等職員（ケアマネージャ
　　　　　　　　４人、ヘルパー２人、その他２人）
③活動内容
　・介護保険事業
　・支援費事業
　・社協自主事業（訪問介護事業、福祉用具貸与事
業、デイサービス事業等）

①運営補助
　・人件費補助
　　介護保険事業従事者以外の職員分を全額補助
　・管理費補助
　　管理委託費等について社会福祉協議会の全体予
　　算に対する介護保険事業の割合に応じて補助。
　　ただし、補助対象、補助割合は毎年度見直し。
　・社会福祉協議会運営費補助
②事業補助
　・在宅福祉サービス事業補助
　・福祉事業団体補助

①運営補助
　・人件費補助
　　職員２人分を全額補助
　・事務局経費補助
　　全額補助
　・福祉センター建設費・管理費・償還金利息補助

②事業補助
　・ボランティア活動推進事業補助
　・訪問介護事業補助

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

・補助内容及び委託事業内容に差異があ
る。
・法律により、１自治体においては、１つの社
会福祉協議会のみ設置できることとなってい
る。

　社会福祉協議会への補助内容等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、香南町
地域におけるサービス低下を招かないよう、
両市町の社会福祉協議会の協議を踏まえ、
合併時までに調整する。

　社会福祉協議会への運営補助等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、香南町
地域におけるサービス低下を招かないよう、
合併時までに調整する。
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４　委託事業内容 ・身体障害者入浴サービス事業
・精神障害者ホームヘルプサービス事業
・難病患者等ホームヘルプサービス事業
・敬老会事業
・老人介護支援センター事業
・在宅介護者支援事業
・福祉電話架設対象者連絡サービス業務
・老人と地域の交流事業

対　　　　　　応　　　　　　策

香　　　　　　　南　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

・訪問介護事業
・居宅介護支援事業
・老人介護支援センター事業
・通所介護事業
・敬老事業
・ふれあいサロン事業
・給食サービス事業
・福祉電話事業
・福祉団体育成事業
・心配ごと相談事業
・共同募金事業

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
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１　目的  　高松市と同じ。

２　補助対象団体

③活動内容
　・町委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付受付等、福祉
　委員活動事業

３　補助内容

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

　福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やか
に育成され、または社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、そ
の環境、年齢、心身の状況に応じ、地域において必
要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助
することを目的として、社会福祉事業の能率的運営と
組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図る。

①名称
　　社会福祉法人　高松市社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長３人、理事１５人（会長、副会長
　　を含む）、評議員４０人
　　事務局⇒事務局長、事務局次長、事業課、総務
　　　　　　　　課、在宅サービス課
③活動内容
　・介護保険事業
　・市委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、たすけ合い金
　　庫、在宅福祉サービス事業、車椅子貸与事業、地
　　域福祉権利擁護事業、ふれあいのまちづくり事業
　　等）

①運営補助
　・人件費補助
　　介護保険事業従事者以外の職員分を全額補助
　・管理費補助
　　管理委託費等について社会福祉協議会の全体予
　　算に対する介護保険事業の割合に応じて補助。
　　ただし、補助対象、補助割合は毎年度見直し。
　・社会福祉協議会運営費補助
②事業補助
　・在宅福祉サービス事業補助
　・福祉事業団体補助

①運営補助
　・人件費補助
　　　職員１人分を全額補助
　・事務局経費補助
　　全額補助

　
②事業補助
　・福祉委員協議会補助

①名称
　　社会福祉法人　庵治町社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長１人、理事１０人（会長、副会長
　　を含む）、評議員２５人
　　事務局⇒事務局長、職員１人

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

・補助内容及び委託事業内容に差異があ
る。
・法律により、１自治体においては、１つの社
会福祉協議会のみ設置できることとなってい
る。

　社会福祉協議会への補助内容等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、庵治町
地域におけるサービスの低下を招かないよ
う、両市町の社会福祉協議会の協議を踏ま
え、合併時までに調整する。

　社会福祉協議会への運営補助等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、庵治町
地域におけるサービスの低下を招かないよ
う、合併時までに調整する。
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４　委託事業内容 ・身体障害者入浴サービス事業 ・敬老会事業
・精神障害者ホームヘルプサービス事業 ・配食サービス事業
・難病患者等ホームヘルプサービス事業 ・介護手当支給事業
・敬老会事業 ・心配ごと相談事業（高齢者地域支援体制整備
・老人介護支援センター事業 事業)
・在宅介護者支援事業
・福祉電話架設対象者連絡サービス業務
・老人と地域の交流事業

高　　　　　　　松　　　　　　　市

対　　　　　　応　　　　　　策

庵　　　　　　　治　　　　　　　町

協 定 項 目 ２４－９　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目
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１　目的  高松市と同じ。

２　補助対象団体

３　補助内容 ①運営補助
　・人件費補助
　　職員２人分を全額補助、町受託事業費、補助事
　　業費を充当
　・事務局経費補助
　　全額補助
　・福祉センター管理費・償還金補助

②事業補助
　・シルバー人材センター事業補助
　・給食サービス事業補助

　福祉サービスを必要とする者が、心身ともに健やか
に育成され、または社会、経済、文化その他あらゆる
分野の活動に参加する機会を与えられるとともに、そ
の環境、年齢、心身の状況に応じ、地域において必
要な福祉サービスを総合的に提供されるように援助
することを目的として、社会福祉事業の能率的運営と
組織的活動を展開し、地域福祉の増進を図る。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

①名称
　　社会福祉法人　高松市社会福祉協議会
②組織
　　会長１人、副会長３人、理事１５人（会長、副会長
　　を含む）、評議員４０人
　　事務局⇒事務局長、事務局次長、事業課、総務
　　　　　　　　課、在宅サービス課
③活動内容
　・介護保険事業
　・市委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、たすけ合い金
　　庫、在宅福祉サービス事業、車椅子貸与事業、地
　　域福祉権利擁護事業、ふれあいのまちづくり事業
　　等）

①名称
　社会福祉法人　牟礼町社会福祉協議会
②組織
　会長　１人、副会長　１人、理事１４人（会長、副会
　長を含む）、評議員３０人
　事務局⇒事務局長、職員１人、
　介護保険事業等職員（ケアマネージャー３人、ヘル
パー４人）
　シルバー人材センター
　知的障害者小規模授産施設ほのぼのワークハウス
③活動内容
　・介護保険事業
　・町委託事業
　・社協自主事業（生活福祉資金貸付、助けあい金
    庫貸付、地域福祉権利事業、各種団体事務局等）

・補助内容及び委託事業内容に差異があ
る。
・法律により、１自治体においては、１つの社
会福祉協議会のみ設置できることとなってい
る。

　社会福祉協議会への補助内容等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、牟礼町
地域におけるサービス低下を招かないよう、
両市町の社会福祉協議会の協議を踏まえ、
合併時までに調整する。

　社会福祉協議会への運営補助等について
は、社会福祉協議会の統合に伴い、牟礼町
地域におけるサービス低下を招かないよう、
合併時までに調整する。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

①運営補助
　・人件費補助
　　介護保険事業従事者以外の職員分を全額補助
　・管理費補助
　　管理委託費等について社会福祉協議会の全体
　　予算に対する介護保険事業の割合に応じて補
　　助。
　　ただし、補助対象、補助割合は毎年度見直し。
　・社会福祉協議会運営費補助
②事業補助
　・在宅福祉サービス事業補助
　・福祉事業団体補助

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１０　その他の福祉事業 部　 会 　名 健　康　福　祉
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４　委託事業内容 ・身体障害者入浴サービス事業 ・生活管理指導員派遣事業
・精神障害者ホームヘルプサービス事業 ・地域デイサービス事業
・難病患者等ホームヘルプサービス事業 ・精神障害者ホームヘルプサービス事業
・敬老会事業 ・配食サービス事業
・老人介護支援センター事業 ・要介護認定訪問調査事業
・在宅介護者支援事業  ・知的障害者小規模通所授産施設ほのぼのワーク　
・福祉電話架設対象者連絡サービス業務 　ハウス
・老人と地域の交流事業

分　　　　類 社会福祉協議会運営補助等事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

調　　　　　　整　　　　　　案

対　　　　　　応　　　　　　策

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

協 定 項 目 ２４－１０　その他の福祉事業

行政制度等現況調書・調整方針

部　 会 　名 健　康　福　祉
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問　　題　　点　　・　　課　　題
現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　　分　　　　　寺　　　　　町
（目的）
　遊休農地の多面的利用を促進するとともに、都市
住民に農作業を通じて農業に対する理解を深め、
健康でゆとりのある市民生活の場を提供する。
（名称）
　市民農園
（カ所数・面積・区画）
　２４ケ所　4９,０９８㎡　１,１３５区画
（入園料）
　３,０００円（２０㎡）～１０,０００円（５０㎡）/年
（運営方法）
　ＪＡ香川県が施設整備、入園料の徴収、維持管理
を行い、栽培指導事務に対し補助する。
（補助額）
　１,５８０，０００円〔平成１５年度実績〕

１　農園整備事業

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１４　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農園整備事業

調　　　　　　整　　　　　　案
　高松市の制度に統一する。

　運営方法等に差異がある。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、運営方法の変更に伴い、国分寺
町レクリエーション農園利用者のサービスの
低下を招かないよう、合併時までに調整す
るものとする。

（目的）
　高松市と同じ。

（名称）
　国分寺町レクリエーション農園
（カ所数・面積・区画）
　２ケ所　４,０５３㎡　９４区画
（入園料）
　４,０００円（２８㎡）/年
（運営方法）
　国分寺町が農地を借り上げ、施設整備し、農業委
員会が入園料の徴収、維持管理を行っている。
（維持管理費）
　２４９，０００円〔平成１５年度実績〕

対　　　　　　応　　　　　　策



 

- 32 - 

（目的） （目的） 　運営方法等に差異がある。

　高松市と同じ。

（名称） （名称）
　市民農園 　庵治町レクリエーション農園

(か所数・面積・区画） (か所数・面積・区画）
　２４か所　　４９，０９８㎡　　１，１３５区画 　1か所　　１，４６８㎡　　３７区画

(入園料） (入園料）
　３，０００円（２０㎡）～１０，０００円（５０㎡）／年 　３，０００円（３０㎡）／年

（運営方法） （運営方法）

（補助額） （維持管理費）
　1,５８０千円[平成１５年度実績] 　５８千円[平成１５年度実績]

　高松市の制度に統一する。

問　　題　　点　　・　　課　　題
１　農園整備事業

調　　　　　　整　　　　　　案

　遊休農地の多面的利用を促進するとともに、都市
住民に農作業を通じて農業に対する理解を深め、健
康でゆとりのある市民生活の場を提供する。

対　　　　　　応　　　　　　策

　JA香川県（農地所有者）が施設整備、入園料の徴
収、維持管理を行い、栽培指導事務に対し補助す
る。

　庵治町が農地を借り上げ施設整備、入園料の徴
収、維持管理を行っている。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、運営方法については、庵治町レク
リエーション農園利用者のサービスの低下
を招かないよう、合併時までに調整するもの
とする。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１３ 　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　　　業

分　　　　類 農園整備事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町
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１　香川用水土地 　関係土地改良区が負担している。 　町が負担している。（900円/10a) 　維持管理費賦課金の負担者に差異があ

　  改良区維持管  平成16年度　　　1,196,740円　　約13,330a る。

　  理費賦課金

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１４　農林水産関係事業 部　 会 　名 産　　業

分　　　　類 香川用水事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

　高松市の制度に統一する。
　ただし、維持管理費賦課金の負担者につ
いては、合併時までに調整するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市の制度に統一する。
　ただし、維持管理費賦課金の負担者につ
いては、土地改良区の設立も視野に入れ
て、合併時までに調整する。
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　庵治町　１００％ 　漁協、地元業者０％

　　共架電線その他上空に設ける線類　10円／m／年

　　地下電線その他地下に設ける線類　5円／m／年

　　路上に設ける変圧器　700円／個／年

　　地下に設ける変圧器占用面積　480円／㎡／年

　　第1種電話柱　930円／本／年

　　第2種電話柱　1,500円／本／年

　　第3種電話柱　2,100円／本／年

　　その他の柱類　　72円／本／年

　　第1種電柱　1,000円／本／年

　　第2種電柱　1,600円／本／年

　　第3種電柱　2,200円／本／年

　漁港施設占用料

（2）地下埋設物は高松市道路占用料徴収条例によ
る占用料の額

（１）電柱、電話柱、支柱、支線等は電気通信事業法
施行令による額

　本柱（木柱・ｺﾝｸﾘｰﾄ柱）の使用面積1.7㎡までごとに

　年額宅地　1,500円

　　（けい留・外かく施設）1,590円／本／年

　　（野積場・道路）870円／本／年

　　（その他）680円／本／年　　変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話

　　（けい留・外かく施設）　1,590円／本／年

　　（野積場・道路）870円／本／年

　　（その他）680円／本／年

・電柱類（その他の柱類）　

　　（その他）105円／㎡／月

　　（その他）60円／m／年

・管類埋設置

１　管理漁港

４　漁港施設占用
料

　庵治町甲種漁港施設占用料

・家屋類及びその附属地

　　（その他）40円／㎡／月

　高松市漁港条例

　(ｱ)法第32条1項第1号に掲げる工作物

　　（けい留・外かく施設）260円／㎡／月

　　（野積場・道路）155円／㎡／月

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１４　建設関係事業 部　 会 　名 土　　木

分　　　　類 漁港管理事業

　高松市　１００％　　漁協、地元業者　０％

対　　　　　　応　　　　　　策

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　治　　　　　町

※改修については、町単独補助制度により対応している
（負担割合：町７０％、漁協１５％、地元業者１５%）。

　５漁港（高松漁港・浦生漁港・西浦漁港・亀水漁港・
男木漁港）を管理している。

　６漁港（庵治漁港・江の浜漁港・竹居漁港・鎌野漁
港・篠尾漁港・高尻漁港）を管理している。

・維持管理経費の負担割合等に差異があ
る。
・漁港施設占用料に差異がある。
・高松市では、漁港施設使用料の徴収を検
討中である。

問　　題　　点　　・　　課　　題

　　（野積場・道路）60円／㎡／月

・起重機　　　

　庵治町漁港管理条例２　管理条例

３　維持管理経費
の負担割合等

　庵治町の漁港管理事業については、現
行のとおりとする。
　ただし、電柱等に係る漁港施設占用料に
ついては、合併時までに調整するものとす
る。
　なお、漁港を取り巻く環境の変化などを踏
まえながら、望ましいあり方について、漁業
協同組合ともども、適切な検討を行う。

※漁協、地元漁業者設置の照明灯については、当該漁
協、地元漁業者が維持管理経費を負担している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,400円／個／年

　支線または支柱1本ごとに年額宅地1,500円

　　（けい留・外かく施設）160円／m／年

　　（野積場・道路）100円／m／年

・電柱類（電柱）　

　　（けい留・外かく施設）75円／㎡／月

調　　　　　　整　　　　　　案
　庵治町の漁港管理事業については、現
行のとおりとする。
　ただし、電柱等に係る漁港施設占用料に
ついては、合併時までに調整するものとす
る。
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２４－１４　建設関係事業

漁港管理事業

・電柱類（鉄塔）　
　　（けい留・外かく施設）1,250円／㎡／年

　　（野積場・道路）640円／㎡／年

　(ｲ)法第32条第1項第2号に掲げる物件 　　（その他）500円／㎡／年

　　外径が0.1m未満のもの　48円／m／年 ・架空管　　　　　
　　外径が0.1m以上0.15m未満のもの　72円／m／年 　　（けい留・外かく施設）125円／m／年

　　外径が0.15m以上0.2m未満のもの　95円／m／年 　　（野積場・道路）85円／m／年

　　外径が0.2m以上0.4m未満のもの　190円／m／年 　　（その他）55円／m／年
　　外径が0.4m以上1m未満のもの　480円／m／年 ・広告類（標識類）
　　外径が1m以上のもの　　950円／m／年 　　（けい留・外かく施設）400円／本／年

(ｳ)法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 　　（野積場・道路）360円／本／年
　　　1,400円／㎡／年 　　（その他）320円／本／m

(ｴ)法第32条第1項第5号に掲げる施設 ・広告類（看板及び広告板）
　　地下街及び地下室　階数が１のもの 　　（けい留・外かく施設）縦１ｍ横70cm当たり6,200円／年

時価に0.003を乗じて得た額／㎡／年 　　（野積場・道路）縦１ｍ横70cm当たり5,150円／年
　　地下街及び地下室　階数が2のもの 　　（その他）縦１ｍ横70cm当たり5,150円／年

時価に0.005を乗じて得た額／㎡／年 ・その他工作物
　　地下街及び地下室　階数が3以上のもの 　　（係留・外かく施設）50円／㎡／月

時価に0.006を乗じて得た額／㎡／年 　　（野積場・道路）30円／㎡／月
　　上空に設ける通路　2,900円／㎡／年 　　（その他）20円／㎡／月
　　地下に設ける通路　1,500円／㎡／年
　　その他のもの　1,400円／㎡／年

(ｵ)法第32条第1項第6号に掲げる施設

(ｶ)道路法施行令第7条第1号に掲げる物件
　　看板一時的に設けるもの　440円／㎡／月
　　看板その他のもの　4,400円／㎡／年
　　標識　1,100円／本／年

(ｷ)その他上記に定める以外のもの
　　上記に準じてその都度市長が定める額
(3)前2号に掲げる物件以外の工作物
　　1,400円／㎡／年
(4)前3号に掲げるもの以外のもの
　上記に準じてその都度市長が定める単位及び額

　　その他のもの占用面積　1,400円／㎡／年

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　　　祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの
　　　44円／㎡／日

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　治　　　　　町
４　漁港施設占用
料(つづき)

　　郵便差出箱及び信書便差出箱　600円／個／年

　　広告塔表示面積　　4,400円／㎡／年

分　　　　類

部　 会 　名協 定 項 目

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況 問　　題　　点　　・　　課　　題

土　　木

行政制度等現況調書・調整方針
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２４－１４　建設関係事業

漁港管理事業

　※検討中

　　・舗装　　5.0円／㎡／日
　　・未舗装　4.0円／㎡／日

（物揚場使用料）

　漁港の管理を庵治漁業協同組合に委託し、委託料
として、けい船料納入分の７０%を支払いしている。
　　平成１５年度委託料　2,916,100円

協 定 項 目

　・その他の船舶　　40,000円／隻／年

分　　　　類

　　　　（全長が6m未満のものにあっては20,000円）

（けい船料）

　庵治町甲種漁港施設使用料５　漁港施設使用
料

行政制度等現況調書・調整方針

土　　木

 　　ただし、町内に住所を有する者は半額とする。

　・ﾌﾟﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄ　　　30,000円／隻／年

問　　題　　点　　・　　課　　題

部　 会 　名

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　治　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　該当なし。

　　１けい留ごとに総トン数1トンにつき1.38円

　・漁船　免除

（野積場使用料）

（停泊料）
　　2.78円
　　継続使用10日を超えるものは、超過日数１日１㎡につき

　　1.85円／㎡／日（初日の使用料は無料とする）
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　高松市の制度に統一する。

　閉栓、使用者変更等諸届の受付は、規定の申請様
式で窓口またはファックスで受付している。（押印は
特に必要としない。）

・牟礼町では、水道料金等の収納につ
いて私人と収納委託契約を交わしてい
る。

・受付事務及び収納事務が、異なって
いる。

　開栓は、メータ口径に関係なく、手数料５００円を徴
収しているので、役場で受付している。

　

調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市の制度に統一する。
　ただし、牟礼町の水道料金等の収納
委託については、合併時までに調整す
る。

対　　　　　　応　　　　　　策

２　収納事務 　水道料金については、口座振替や金融機関及び
水道窓口での直接納付により収納している。
　また、コンビニ収納（夜間・休日）も実施している。

　水道料金については、口座振替や金融機関及び
水道窓口での直接納付により収納している。

　水道料金等の収納について、６人の私人と収納委
託契約を交わしている。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市
　水道の開栓、閉栓、使用者変更等諸届の受付は、
電話またはファックスで受付している。

１　受付事務

受付・収納

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

２４－１７　上水道事業 部　会　名 水　　道

牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

協 定 項 目

分　　　　類
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１　運営主体 　高松市 　高松市に事務委託

２　組織体制
　消防局 総務課

予防課
消防防災課
情報指令課

北消防署
朝日分署

南消防署
太田出張所
仏生山出張所
円座出張所

東消防署
川添出張所
山田出張所

西消防署
綾歌東部分署
国分寺出張所

３　消防署所 　１局　４署　２分署　６出張所

　高松市の制度に統一する。
　ただし、綾歌東部消防事務協議会で処理
している事務の取扱いについては、合併時
までに調整するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題
　国分寺町では、綾上町、綾南町とともに綾
歌東部消防事務協議会を設置し、共同で
処理している事務がある。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

　高松市の制度に統一する。
　ただし、綾歌東部消防事務協議会で処理
している事務の取扱いについては、合併時
までに調整するものとする。

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防
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４　人員
　消防局 総務課 １３人

予防課 １９人
消防防災課 　６人
情報指令課 １９人

北消防署 ６９人
朝日分署 ３２人

南消防署 ４６人
太田出張所 １２人
仏生山出張所 １２人
円座出張所 １８人

東消防署 ３８人
川添出張所 １２人
山田出張所 １８人

西消防署 ３８人
綾歌東部分署 ２１人
国分寺出張所 １２人

計 ３８５　人

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防
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５　消防車両 1 広報車 2

1 支援車 1

査察車(軽） 2 積載車（軽） 1

指令車 1 救助工作車 1
タンク車 1 広報車 1
ポンプ車 1 査察車 1
梯子車 2 積載車 1
化学起動車 1 電源照明車 1

2 水槽車 1
ポンプ車 1 1
化学車 2 査察車 1
指令車 1 梯子車 1
タンク車 1 広報車 1
救助工作車 1 査察車 1

1
タンク車 1
ポンプ車 1
ポンプ車 1 1
指令車 1 1
タンク車 1 広報車 1
ポンプ車 1 査察車（軽） 1
ポンプ車 1
ポンプ車 1 1
指令車 1 1
タンク車 1 広報車 1
ポンプ車 1 査察車（軽） 1
指令車 1 1
ポンプ車 2 査察車（軽） 1
ポンプ車 1

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

協 定 項 目 ２４－１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防

行政制度等現況調書・調整方針

東消防署

高規格救急車

高規格救急車

高規格救急車

太田出張所
仏生山出張所

円座出張所

高規格救急車

南消防署

消防局

北消防署

朝日分署

局指令車

調査車

高規格救急車

川添出張所
山田出張所
西消防署

綾歌東部分署

高規格救急車

高規格救急車

高規格救急車

国分寺出張所
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（共同で処理している事務）
・高松市との消防業務委託
・消防署及び出張所の建設
・消防施設の整備
・施設の維持管理
・補助金の申請及び起債の償還等

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 消　　　　防

分　　　　類 常備消防

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

　該当なし。 （構成町）
　国分寺町・綾上町・綾南町

（目的）
　共同して常備消防設立及び管理運営を図る。

6　綾歌東部消防
　事務協議会

（組織）
　委員９人（構成町の長、議長及び総務常任委員
長）により組織する。

調　　　　　　整　　　　　　案
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１　目的 　市内において、災害が発生し、または発生する恐 　牟礼町の防災体制の確立のため、災害時における ・無線施設が異なる。

れがあるとき、市民の安全の確保のため、災害情報 通信連絡の確保と災害情報の伝達及び広報活動に
の収集及び伝達を円滑に行う事を目的として、設置 よる予告、通報等の連絡を円滑にし、住民の福祉の
している。 増進に資するため、無線放送施設を設置する。 ・牟礼町は、戸別受信機を貸与している。

２　施設 　【移動系無線】 　【移動系無線】
施設整備年度　 平成２年度 施設整備年度　 平成４年度
基地局 高松市役所　本庁舎内 基地局 牟礼町役場　本庁舎内
移動局数 ４９局 移動局数 30局
　車載携帯型 ２５局 　車載携帯型 10局
　集落可搬型 ２２局 　集落可搬型 －
　携帯型 　２局 　携帯型 20局
周波数ＭＨｚ ４６６．７６２５ＭＨｚ 周波数ＭＨｚ ４６６．０ＭＨｚ
（更新について、検討中。）

　【同報系無線】 　【同報系無線】
施設なし。 施設整備年度 平成６年度
（整備について、検討中。） 基地局 牟礼町役場　本庁舎内

屋外拡声子局数 ８局
戸別受信機設置数 ２，３９４戸
周波数 ６９．１５０ＭＨｚ

３　戸別受信機 該当なし。 　設置資格

　受信機　
貸与

　 　経費負担
１台当たり　　５，０００円

　※　移動系無線
車載型や携帯型の陸上移動無線局と基地局で通信を行うものであり、主として自治体内の通信手段。

　※ 同報系無線
市町村庁舎と屋外拡声器や家庭内の戸別受信機を結び、地域住民への災害情報の伝達に活用されるもので、災害の
予警報を一斉通報する同報通信方式が特徴的な利用形態。

　牟礼町の防災行政無線については、高松
市においてシステムの更新等を行うまでの
間、現行のとおり運用するものとする。
　牟礼町の戸別受信機の経費負担について
は、合併時までに調整するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案①町内在住②公共機関③希望する町内事業所等

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４-１９　消防防災関係事業 部　 会 　名 総　　　　務

分　　　　類 防災行政無線

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

・高松市では、移動系無線の更新、同報系無
線の整備を検討中である。

項　　　　目

・移動系無線の周波数は、１市町村１波が原
則となっているが、高松市においてシステム
の更新等を行うまでの間、現行の２波で運用
する。

・市町の各無線施設の接続方法について
は、合併時までに調整する。

・戸別受信機の経費負担については、合併
時までに調整する。

・両市町の基地局の接続方法等を検討する
必要がある。

高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町
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１　文化協会 （名称） （名称）
　　活動補助 　　高松市文化協会 　　香川町文化協会

（組織） （組織）
　　４部門別協会に、１２０団体が加盟している。

　　（平成１６年３月３１日現在） 　　（平成１６年３月３１日現在）
（補助内容）
　　高松市文化協会の運営に対して行っている。

２　文化団体 （目的） （目的）
　　事業補助 　　各文化芸術団体の行う市民文化の向上・発展に 　　高松市と同じ。

　資する事業に対して補助金を支出し、各文化芸術
　団体の事業促進と活性化を図る。
（補助団体） （補助団体）
　　年度当初に申請があり、市長が適当と認めた事 　　年度当初に申請があり、町長が適当と認めた事
　業を実施する団体 　業を実施する団体
（補助内容） （補助内容）
　　文化振興活動に対し、予算の範囲内において 　　高松市と同じ。
　各団体に対して補助を行っている。

３　芸術文化活動 （目的） 　該当なし。
　　事業補助 　　芸術文化に関する事業に必要な経費を補助し、

　自主的な芸術文化活動の促進を図る。
（補助内容）
　　補助対象経費の１/３　上限額５０万円
（補助団体）
　　３２団体（平成１５年度実績）
（補助額）
　　５，７８０千円（平成１５年度実績）

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目

分　　　　類

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

文化団体の育成・支援事業

高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香川町文化協会に対する補助に
ついては、合併時までに調整する。

対　　　　　　応　　　　　　策

　　部門別協会はなく、３団体と４９グループにより
　　構成されている。

（補助内容）
　　直島町文化協会との交流事業に対して行ってい
る。

・高松市の制度に統一する。
・香川町文化協会については、高松市の地
区文化協会として取り扱うものとする。
・香川町文化協会に対する補助について
は、協会における相互調整の動向、活動状
況等を勘案して合併時までに調整する。
・香川町地域における文化団体事業補助
については、高松市の芸術文化活動事業
補助の対象事業として取り扱うものとする。

・両市町の文化協会の組織等に差異があ
る。
・香川町文化協会に加盟している団体につ
いては、高松市文化協会の部門別協会に
加盟している団体との相互調整が必要とな
る。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題
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１　文化協会補助 （名称） （名称）
　　 　　高松市文化協会 　　国分寺町文化協会

（組織） （組織）
　　４部門別協会に、１２０団体が加盟している。 　　部門別協会はなく、５４団体により構成されている。
　　（平成１６年３月３１日現在） 　　　（平成１６年６月１日現在）
（補助内容） （補助内容）
　　高松市文化協会の運営に対して行っている。 　　国分寺町文化協会の運営に対して行っている。

２　文化団体補助 （目的） （目的）
　　 　　各文化芸術団体の行う市民文化の向上・発展に 　　町民文化の向上・発展に資する文化芸術団体の

　資する事業に対して補助金を支出し、各文化芸術 　年間の運営に対して補助金を支出し、各文化芸術
　団体の事業促進と活性化を図る。 　団体の活性化を図る。 ・高松市の制度に統一する。
（補助団体） （補助団体）
　　年度当初に申請があり、市長が適当と認めた事 　　讃岐国分寺太鼓保存会
　業を実施する団体
（補助内容） （補助内容）
　　文化振興活動に対し、予算の範囲内において 　　文化団体の運営に対し、予算の範囲内において
　各団体に対して補助を行っている。 　補助を行っている。
　　　　１３団体　１０，５５０千円（平成１５年度実績） 　　　　１団体　５６０千円（平成１５年度実績）

３　芸術文化活動 （目的） 　該当なし。
　　事業補助 　　芸術文化に関する事業に必要な経費を補助し、 　

　自主的な芸術文化活動の促進を図る。 　
（補助内容） 　
　　補助対象経費の１/3  上限額５０万円 　
（補助団体） 　 　高松市の制度に統一する。
　　３２団体（平成１５年度実績） 　
（補助額） 　
　　５，７８０千円（平成１５年度実績）

・国分寺町文化協会に対する補助につい
ては、協会における相互調整の動向、活動
状況等を勘案して合併時までに調整する。
・国分寺町地域における文化団体補助に
ついては、団体のこれまでの活動経緯や
今後の活動計画等を勘案する中で、合併
時までに対応を検討するものとする。

・両市町の文化協会の組織等に差異があ
る。
・文化団体補助に差異がある。
・国分寺町では、芸術文化活動事業補助
を実施していない。
・国分寺町文化協会に加盟している団体
については、高松市文化協会の部門別協
会に加盟している団体との相互調整が必
要となる。

対　　　　　　応　　　　　　策

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町

・国分寺町文化協会については、高松市
の地区文化協会として取り扱うものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 文化団体の育成・支援事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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１　文化協会 （名称） （名称） ・文化協会の組織に差異がある。
　　活動補助 　　高松市文化協会 　　庵治町文化協会 ・文化団体の補助に差異がある。

（組織） （組織） ・庵治町文化協会に加盟している団体につい
　　４部門別協会に、１２０団体が加盟している。 　　部門別協会はなく、２６の団体により構成されて ては、高松市文化協会の部門別協会に加盟
　　（平成１６年３月３１日現在） 　いる。 している団体との相互調整が必要となる。
（補助内容） （補助内容） ・庵治町では、芸術文化活動補助を行ってい
　　高松市文化協会の運営に対して行っている。 　　高松市と同じ ない。

２　文化団体 （目的） 　該当なし。
　　事業補助 　　各文化芸術団体の行う市民文化の向上・発展に 　※文化協会への補助に含めて交付している。

　資する事業に対して補助金を支出し、各文化芸術
　団体の事業促進と活性化を図る。 ・高松市の制度に統一する。
（補助団体） ・庵治町文化協会については、高松市の地区
　　年度当初に申請があり、市長が適当と認めた事 文化協会として取り扱うものとする。
　業を実施する団体
（補助内容）
　　文化振興活動に対し、予算の範囲内において
　各団体に対して補助を行っている。

３　芸術文化活動 （目的） 　該当なし。
　　事業補助 　　芸術文化に関する事業に必要な経費を補助し、

　自主的な芸術文化活動の促進を図る。
（補助団体）
　　３２団体（平成１５年度実績）
（補助額）
　　５，７８０千円（平成１５年度実績）

分　　　　類 文化団体の育成・支援事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　化

　高松市の制度に統一する。
調　　　　　　整　　　　　　案

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　治　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

・庵治町文化協会に対する補助については、
協会における相互調整の動向、活動状況等を
勘案するとともに激変緩和を考慮する中で、合
併時までに調整する。
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　該当なし。 （概要）

（所在）
　庵治町５８２４番地４

（施設概要）
　敷地面積　　　　　　　９１８．９３㎡
　施設面積（既存部）　５１８．２４㎡

（収蔵物概要）

調　　　　　　整　　　　　　案

高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町

　庵治町の地域振興館（仮称）について
は、高松市に引き継ぐ。

　庵治町の地域振興館（仮称）について
は、高松市に引き継ぐ。
　ただし、運営主体、運営方法等について
は、合併時までに調整する。

　 彫刻（三枝惣太郎氏作）　　
　 絵画（三枝惣太郎氏作）　　
　 書画（廣瀬冨美氏ほか作）　

２５体
２００点

４０点

１　地域振興館
（仮称）整備事業
運営

　地域振興館（仮称）については、運営主
体、運営方法等を検討中である。　庵治町所有の旧農協倉庫を改修し、庵治町所蔵

の三枝惣太郎氏等作製の美術品を展示する施設を
平成１６年度末を目途に整備している。
  なお、あわせて映画『世界の中心で、愛をさけぶ』
のセットである『写真館』の復元を行うこととしている。
　※運営主体、運営方法等については、検討中

対　　　　　　応　　　　　　策

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２１  文化振興事業 部　 会 　名 文　　　　化

分　　　　類 地域振興館（仮称）整備事業

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目
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１　運営主体 　高松市 　香川南部葬斎場組合（やすらぎ苑）
　（高松市斎場公園） 　（一部事務組合）

２　施設概要 　【参考】
　香川南部葬斎場組合（やすらぎ苑）　概要

　（開設日） 　（開設日）
平成４年４月１日 平成８年１月１日

　（構造・規模） 　（構造・規模）
鉄筋コンクリート造　　平屋建一部２階建 鉄筋コンクリート造　　平屋建

　（火葬部門） 　（火葬棟）
火葬炉 １０基（大型炉　２基、普通炉　８基） 告別室 ２室
汚物炉 　１基 見送りホール
エントランスホール 火葬施設 ５基（大型炉　５基）
告別室 ３室 収骨室 ２室
収骨室 ２室 霊安室
霊安室 　（斎場棟） １室
会議室 斎場 ２室

　（斎場部門） 待合室
式場 １室 　（待合棟）
斎場ホール 待合ロビー　　３室（和室　３室）
控室 ３室 待合室

　（待合部門） 　（動物炉棟）
待合室 ５室（和室　３室、洋室　２室） 動物用焼却炉　　１基
待合ホール
障害者用便所

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２４　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

・運営主体に差異がある。
・高松市では、火葬施設の市内使用料につ
いて、有料化を検討中である。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、香川南部葬斎場の施設の使用に
ついては、協定項目第１６号「一部事務組合
等の取扱い」の協議を踏まえ、住民サービス
の変化を来さないことを基本に、合併時まで
に調整するものとする。

・合併後において、香川町地域の住民は、高
松市斎場公園を使用することができるものと
する。
・香川南部葬斎場の施設の使用について
は、協定項目第１６号「一部事務組合等の取
扱い」の協議を踏まえ、住民サービスの変化
を来さないことを基本に、合併時までに調整
するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案
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３　施設使用料 　【参考】
　香川南部葬斎場組合（やすらぎ苑）使用料

　※　市内・・・市内に住所を有する者
　※　市外・・・市内に住所を有しない者

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２４　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

通夜

待
合
室

斎
　
場

火
葬
棟
施
設

火葬

１２歳以上

待
合
室

待
合
棟

霊
安
室

初七日

告別式 １時間３０分以内

１８時間以内

２５時間以内

１２歳未満

死産児

改葬遺骸

系統解剖遺体

生体分離肢体

産汚物等

区　　　　　分 単　位

系統解剖遺体

１体

１体

１胎

１体

４２時間以内

４９時間以内

主部１体分

１体分

１人分

残部１体分

１室

１回

１回

１回

１回

１回

5,000円

5,000円

5,000円

30,000円

40,000円

54,000円

10,000円

5,000円

5,000円

10,000円

3,000円

88,000円

102,000円

40,000円

20,000円

20,000円

40,000円

20,000円

20,000円

料　　　　　金
管外住民管内住民

20,000円 80,000円

20,000円

炉
棟

動
物

遺体の安置

犬猫等のペットの焼却

40,000円10,000円２４時間まで

１体 5,000円 20,000円

１　火葬施設使用料

　※　市内の使用料について、有料化を検討中。

２　式場使用料

死
体

区　　　　分 単位

１体

１体

大人（１２歳以上）

小人（１２歳未満）

市　外

１胎

市　内
使　　　用　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料死　　　産　　　児

40,000円

20,000円

13,000円

使　　用　　単　　位
使　用　料

（単位当たり）

市内　　31,500円

市外　　63,000円

午　　　　　前
（午前９時～正午）

午　　　　　後
（午後零時３０分～午後３時３０分）
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１　運営主体 　高松市 　綾南環境衛生組合（綾南斎苑）
　（高松市斎場公園） 　（一部事務組合）

　※構成町：国分寺町、綾上町、綾南町
２　施設概要 　【参考】

　（開設日） 　綾南環境衛生組合（綾南斎苑）概要
平成４年４月１日 　（開設日）

　（構造・規模）
鉄筋コンクリート造　　平屋建一部２階建 　（構造・規模）

　（火葬部門） 　　鉄筋コンクリート造　　　平屋建
火葬炉 １０基（大型炉　２基、普通炉　８基） 　（火葬部門）
汚物炉 　１基 　　火葬炉　　　３基（標準炉）
エントランスホール 　（待合部門）
告別室 ３室 　　待合室　　　　 ３室
収骨室 ２室
霊安室
会議室

　（斎場部門）
式場 １室
斎場ホール

控室 ３室
　（待合部門）

待合室 ５室（和室　３室、洋室　２室）
待合ホール
障害者用便所

　高松市の制度に統一する。
　ただし、綾南環境衛生組合（綾南斎苑）の
施設等の使用については、協定項目第１６号
「一部事務組合等の取扱い」の協議を踏ま
え、合併時までに調整するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

平成6年4月1日

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

・運営主体に差異がある。
・高松市では、火葬施設の市内使用料につ
いて、有料化を検討中である。

・合併後において、国分寺町地域の住民は、
高松市斎場公園を使用することができるもの
とする。
・綾南環境衛生組合（綾南斎苑）の施設等の
使用については、協定項目第１６号｢一部事
務組合等の取扱い｣の協議を踏まえ、合併時
までに調整するものとする。
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３　施設使用料 　【参考】
　綾南環境衛生組合（綾南斎苑）使用料

火葬場施設使用料
火葬場施設及び祭壇使用料
祭壇のみの使用料
幕の使用料
胎盤焼却料
未熟児及び死産使用料
手及び足の焼却使用料
※霊柩車の運行も、火葬場施設使用料に含まれている。
※未熟児とは、体重2,500グラム以下。
※綾南環境衛生組合が、祭壇一式を各３町に２セットず
　つ貸与している。

　※　市内・・・市内に住所を有する者
　※　市外・・・市内に住所を有しない者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　分　　　寺　　　町

使用区分

－
３０，０００円 －

組合内 組合外
４０，０００円 ８０，０００円

２０，０００円１０，０００円
２，０００円 ４，０００円

３，０００円 －
２，０００円 ４，０００円

４０，０００円

１　火葬施設使用料

　※　市内の使用料について、有料化を検討中。

２　式場使用料

死
体

区　　　　分 単位

１体

１体

大人（１２歳以上）

小人（１２歳未満）

市　外

１胎

市　内
使　　　用　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料死　　　産　　　児

40,000円

20,000円

13,000円

使　　用　　単　　位
使　用　料

（単位当たり）

市内　　31,500円

市外　　63,000円

午　　　　　前
（午前９時～正午）

午　　　　　後
（午後零時３０分～午後３時３０分）

１　火葬施設使用料

２　式場使用料
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１　運営主体 　高松市 　香川南部葬斎場組合（やすらぎ苑） ・運営主体に差異がある。
　（高松市斎場公園） 　（一部事務組合） ・高松市では、火葬施設の市内使用料につ

いて、有料化を検討中である。

２　施設概要 　【参考】
　（開設日） 　香川南部葬斎場組合（やすらぎ苑）　概要

平成４年４月１日 　（開設日）
　（構造・規模） 平成８年１月１日

鉄筋コンクリート造　　平屋建一部２階建 　（構造・規模）
　（火葬部門） 鉄筋コンクリート造　　平屋建

火葬炉 １０基（大型炉　２基、普通炉　８基） 　（火葬棟） ・合併後において、香南町地域の住民は、
汚物炉 　１基 告別室 ２室 高松市斎場公園を使用することができる
エントランスホール 見送りホール ものとする。
告別室 ３室 火葬施設 ５基（大型炉　５基） ・香川南部葬斎場組合の施設の使用につ
収骨室 ２室 収骨室 ２室 いては、協定項目第１６号「一部事務組合
霊安室 霊安室 等の取扱い」の協議を踏まえ、住民サービ
会議室 　（斎場棟） スの変化を来さないことを基本に、合併時

　（斎場部門） 斎場 １室 までに調整する。
式場 １室 待合室 ２室
斎場ホール 　（待合棟）
控室 ３室 待合ロビー　　

　（待合部門） 待合室 　　　 ３室（和室　３室） 　高松市の制度に統一する。
待合室 ５室（和室　３室、洋室　２室） 　（動物炉棟） 　ただし、香川南部葬斎場組合の施設の使
待合ホール 動物用焼却炉　　１基 用については、協定項目第１６号「一部事
障害者用便所 務組合等の取扱い」の協議を踏まえ、住民

サービスの変化を来さないことを基本に、合
併時までに調整する。

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民
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３　施設使用料 　【参考】
　香川南部葬斎場組合（やすらぎ苑）使用料

　※　市内・・・市内に住所を有する者
　※　市外・・・市内に住所を有しない者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

通夜

待
合
室

斎
　
場

火
葬
棟
施
設

火葬

１２歳以上

待
合
室

待
合
棟

霊
安
室

初七日

告別式 １時間３０分以内

１８時間以内

２５時間以内

１２歳未満

死産児

改葬遺骸

系統解剖遺体

生体分離肢体

産汚物等

区　　　　　分 単　位

系統解剖遺体

１体

１体

１胎

１体

４２時間以内

４９時間以内

主部１体分

１体分

１人分

残部１体分

１室

１回

１回

１回

１回

１回

5,000円

5,000円

5,000円

30,000円

40,000円

54,000円

10,000円

5,000円

5,000円

10,000円

3,000円

88,000円

102,000円

40,000円

20,000円

20,000円

40,000円

20,000円

20,000円

料　　　　　金
管外住民管内住民

20,000円 80,000円

20,000円

炉
棟

動
物

遺体の安置

犬猫等のペットの焼却

40,000円10,000円２４時間まで

１体 5,000円 20,000円

１　火葬施設使用料

　※　市内の使用料について、有料化を検討中。

２　式場使用料

死
体

区　　　　分 単位

１体

１体

大人（１２歳以上）

小人（１２歳未満）

市　外

１胎

市　内
使　　　用　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料死　　　産　　　児

40,000円

20,000円

13,000円

使　　用　　単　　位
使　用　料

（単位当たり）

市内　　31,500円

市外　　63,000円

午　　　　　前
（午前９時～正午）

午　　　　　後
（午後零時３０分～午後３時３０分）
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１　運営主体 　高松市 　庵治町
　（高松市斎場公園） 　（庵治町斎場）

２　施設概要
　（開設日） 　（開設）

平成４年４月１日 　平成８年１２月（改築）
　（構造・規模）

鉄筋コンクリート造　　平屋建一部２階建 　（構造・規模）
　（火葬部門） 　　鉄筋コンクリート造　　地上１階

火葬炉 １０基（大型炉　２基、普通炉　８基） 　　　　　　　　　　　
汚物炉 　１基 　（火葬部門）
エントランスホール 　　火葬炉　　　　　２基（大型炉）
告別室 ３室 　　玄関ホール
収骨室 ２室 　　和室（１５畳）　　１室
霊安室 　　炉前ホール
会議室 　　待合ホール

　（斎場部門） 　　炉作業室
式場 １室 　　障害者用便所
斎場ホール 　【新葬祭場：別棟／H１７．１．４新設供用開始】
控室 ３室 　（構造・規模）

　（待合部門） 　　鉄骨ＡＬＣ　２階建て
待合室 ５室（和室　３室、洋室　２室） 　　　式場（１００人用） １室
待合ホール 　　　遺族控室（２F：１０畳） １室
障害者用便所 　　　僧侶控室（２F：６畳） １室

調　　　　　　整　　　　　　案

・庵治町営斎場は、高松市に引き継ぐ。
・庵治町斎場の施設使用料等については、住民
サービスに大きな変化を来さないことを基本に、
合併時までに調整するものとする。
・合併後において、庵治町地域の住民は、高松
市斎場公園を使用することができるものとする。

　庵治町営斎場は、高松市に引き継ぐものとし、
施設使用料等については、住民サービスに大き
な変化を来さないことを基本に、合併時までに調
整するものとする。

庵　　　　　　　治　　　　　　　町

分　　　　類

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

・火葬料等の施設使用料に差異がある。
・庵治町では、町民葬儀を利用した場合、火葬
料を無料扱いとしている。
・高松市では、火葬施設の市内使用料につい
て、有料化を検討中である。

葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２  その他の事業(葬斎関係事業) 部　 会 　名 市　　　民
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３　施設使用料 １　火葬施設使用料

　町内居住者（大人・小人）　

　　　　　〃　　 　死産児

　町外居住者（大人・小人）　

　　　　　〃　　 　死産児

　生体分離肢体等

※町民葬儀を利用した場合は、火葬料金は全額

免除。

２　火葬場待合室使用料

待合室使用（24時間まで）

待合室使用（24超～12時間ごと）

※火葬時に使用する場合は、3時間以内は無料。

３　新葬祭場使用料 　

葬祭場使用（12時間まで）

葬祭場使用（12超～12時間ごと）

　※　市内・・・市内に住所を有する者
　※　市外・・・市内に住所を有しない者

※上記の使用料は、葬祭場施設の全室を使っ
た場合の金額である。
※新葬祭場の控室に限った使用の場合は、上
記の２（火葬場待合室使用料）の規定を適用す
る。

２，５００円加算

３０，０００円

２０，０００円

１００，０００円

６０，０００円

３０，０００円

２４－２２  その他の事業(葬斎関係事業) 部　 会 　名 市　　　民

庵　　　　　　　治　　　　　　　町

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

２５，０００円

５，０００円加算

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市

５，０００円

１　火葬施設使用料

　※　市内の使用料について、有料化を検討中。

２　式場使用料

死
体

区　　　　分 単位

１体

１体

大人（１２歳以上）

小人（１２歳未満）

市　外

１胎

市　内
使　　　用　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料死　　　産　　　児

40,000円

20,000円

13,000円

使　　用　　単　　位
使　用　料

（単位当たり）

市内　　31,500円

市外　　63,000円

午　　　　　前
（午前９時～正午）

午　　　　　後
（午後零時３０分～午後３時３０分）
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１　運営主体 　高松市 　牟礼町
　（高松市斎場公園） 　（牟礼町斎苑）

２　施設概要
　（開設日） 　（開設）

平成４年４月１日 　　昭和５３年４月
　（構造・規模） 　（構造・規模）

鉄筋コンクリート造　　平屋建一部２階建 　　鉄筋コンクリート造　　　平屋建
　（火葬部門） 　（火葬部門）

火葬炉 １０基（大型炉　２基、普通炉　８基） 　　火葬炉　　　３基
汚物炉 　１基
エントランスホール 　　告別室２室
告別室 ３室 　　本館式場
収骨室 ２室 　　別館式場等
霊安室
会議室 　　　　　　　　　　　　

　（斎場部門）
式場 １室
斎場ホール

控室 ３室
　（待合部門）

待合室 ５室（和室　３室、洋室　２室）
待合ホール
障害者用便所

・牟礼町斎苑は、高松市に引き継ぐものとする。
・牟礼町斎苑の施設使用料等については、住
民サービスの大きな変化を来さないことを基本
に、合併時までに調整するものとする。
・合併後において、牟礼町地域の住民は、高松
市斎場公園を使用することができるものとする。

　牟礼町斎苑は、高松市に引き継ぐものとし、
使用料等については、住民サービスに大きな
変化を来さないことを基本に、合併時までに調
整するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

・施設使用料に差異がある。
・高松市では、火葬施設の市内使用料につい
て、有料化を検討中である。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民
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３　施設使用料 　１　火葬施設使用料

　　

　　　〃　　 （12歳未満）

※町外は原則許可しない。

　２　本館・別館等使用料　

※通夜料１日増すごとに，本館５，０００円，

　別館１０，０００円とする。

※借室料１日増すごとに，５，０００円とする。

　※　市内・・・市内に住所を有する者
　※　市外・・・市内に住所を有しない者

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

分　　　　類 葬斎場

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

町内居住者（12歳以上）　 １５，０００円

　　　〃　　　死産児

１０，０００円

　５，０００円

区　分 本　館 別　館

通夜料 ５，０００円 １０，０００円

５，０００円 １５，０００円告別式

借室料 ５，０００円 ５，０００円

１　火葬施設使用料

　※　市内の使用料について、有料化を検討中。

２　式場使用料

死
体

区　　　　分 単位

１体

１体

大人（１２歳以上）

小人（１２歳未満）

市　外

１胎

市　内
使　　　用　　　料

無　　　料

無　　　料

無　　　料死　　　産　　　児

40,000円

20,000円

13,000円

使　　用　　単　　位
使　用　料

（単位当たり）

市内　　31,500円

市外　　63,000円

午　　　　　前
（午前９時～正午）

午　　　　　後
（午後零時３０分～午後３時３０分）
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１　利用の対象 　町内に住所を有する者が死亡した場合の葬儀
及び町内に住所を有する者が喪主となる場合の
葬儀で、かつ、香川郡（直島町を除く。）内の火葬
場において火葬に付す場合に適用する。

２　指定業者 （要件） （要件）
　町民葬儀の取扱いに必要な飾付道具等を完備
している者。

３　種類・料金等 　○斎場公園葬 　○やすらぎ苑葬
Ａ型 　　　２３０，０００　円 １２０，０００　円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円

※ 　１　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を ※ 　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を
　　　除く。 　除く。
　２　利用料金には、式場の使用料を含むもの
　　　とする。

　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等 　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等
Ａ型 　　　２３０，０００　円 Ａ型 　　　２３０，０００　円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円 Ｂ型 　　　１３０，０００　円

※ 　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を ※ 　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を
　除く。 　除く。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、やすらぎ苑葬については、協定項
目第１６号「一部事務組合等の取扱い」の協
議を踏まえ、住民サービスの変化を来さない
ことを基本に、合併時までに調整するものと
する。

　葬儀の種類に差異がある。

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 市・町民葬儀

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　川　　　　　　　町

　死亡時に市内に住所を有した者または死亡時に市
外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、当該施
設等に住所を有した者の葬儀（市外死亡者の葬儀に
あっては、喪主が市内に住所を有する場合に限る。）
を行う場合に限るものとする。

　市民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請
に基づき、葬儀業者として市内において２年以上の
経験を有する者で、市民葬儀の取扱いに必要な飾
付道具等を完備している者を市長が指定する。

問　　題　　点　　・　　課　　題

　高松市の制度に統一する。
　ただし、やすらぎ苑葬については、協定項
目第１６号「一部事務組合等の取扱い」の協
議を踏まえ、住民サービスの変化を来さない
ことを基本に、合併時までに調整するものと
する。

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２４　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民
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１　利用の対象   該当なし。

２　指定業者 （要件）

３　種類・料金等 　○斎場公園葬
Ａ型 　　　２３０，０００　円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円

※ １　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を
　除く。
２　利用料金には、式場の使用料を含むもの
　とする。

　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等 （参考）
Ａ型 　　　２３０，０００　円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円

※ 霊柩車の使用については、宮型霊柩車を除く。

　◎ 霊柩車運行料金の全額を市が負担。生花１対
を市が供花（1万円）。1件当たり平均助成額は、
約3.1万円。

　※

　高松市の制度を適用する。
　ただし、霊柩車運行料金等利用者の助成
については、協定項目第１６号「一部事務組
合等の取扱い」の協議を踏まえ、合併時ま
でに調整するものとする。

　高松市の制度を適用する。
　ただし、霊柩車運行料金等利用者の助成
については、協定項目第１６号「一部事務組
合等の取扱い」の協議を踏まえ、合併時ま
でに調整するものとする。

調　　　　　　整　　　　　　案

問　　題　　点　　・　　課　　題

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

分　　　　類 市・町民葬儀

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

生花１対は取止め、市民葬儀利用料金の中に
火葬料を含むものとして、火葬施設の有料化を
検討中。

　※自宅葬・民営会館葬・寺院葬等の霊柩車の運行
　　料金については、綾南斎苑使用料に含まれてい
　　る。

　市民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請
に基づき、葬儀業者として市内において２年以上の
経験を有する者で、市民葬儀の取扱いに必要な飾
付道具等を完備している者を市長が指定する。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 国　　　　分　　　　寺　　　　町
　死亡時に市内に住所を有した者または死亡時に市
外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、当該施
設等に住所を有した者の葬儀（市外死亡者の葬儀に
あっては、喪主が市内に住所を有する場合に限る。）
を行う場合に限るものとする。
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１　利用の対象 　町内に住所を有する者が死亡した場合の葬儀 　葬儀の種類に差異がある。

及び町内に住所を有する者が喪主となる場合の
葬儀で、かつ、香川郡（直島町を除く。）内の火葬
場において火葬に付す場合に適用する。

２　指定業者 （要件） （要件）
　町民葬儀の取扱いに必要な飾付道具等を完備
している者。

　高松市の制度に統一する。
　ただし、やすらぎ苑葬については、協定

３　種類・料金等 　○斎場公園葬 　○やすらぎ苑葬 １２０，０００　円 項目第１６号「一部事務組合等の取扱い」
Ａ型 　　　２３０，０００　円 　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等 の協議を踏まえ、合併時までに調整する。
Ｂ型 　　　１３０，０００　円 Ａ型 　　　２３０，０００　円

Ｂ型 　　　１３０，０００　円
※ 　１　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を

　　　除く。 ※ 　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を
　２　利用料金には、式場の使用料を含むもの 　除く。
　　　とする。

　高松市の制度に統一する。
　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等 　ただし、やすらぎ苑葬については、協定

Ａ型 　　　２３０，０００　円 項目第１６号「一部事務組合等の取扱い」
Ｂ型 　　　１３０，０００　円 の協議を踏まえ、合併時までに調整する。

※ 　１　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を
　　　除く。

対　　　　　　応　　　　　　策

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２２　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

調　　　　　　整　　　　　　案

分　　　　類 市・町民葬儀

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 香　　　　　　　南　　　　　　　町

　死亡時に市内に住所を有した者または死亡時に市
外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、当該施
設等に住所を有した者の葬儀（市外死亡者の葬儀に
あっては、喪主が市内に住所を有する場合に限る。）
を行う場合に限るものとする。

　市民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請
に基づき、葬儀業者として市内において２年以上の
経験を有する者で、市民葬儀の取扱いに必要な飾
付道具等を完備している者を市長が指定する。

問　　題　　点　　・　　課　　題
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２４－２２ 　その他の事業(葬斎関係事業)

1　利用の対象   死亡時に市内に住所を有した者または死亡時に   町内に住所を有する者（死亡者が，死亡時に町内に
市外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、 住所を有したものを含む。）でなければならない。
当該施設等に住所を有した者の葬儀（市外死亡
者の葬儀にあっては、喪主が市内に住所を有する
場合に限る。）を行う場合に限るものとする。

２　指定業者 （要件） （要件）

３　種類・料金等   　○斎場公園葬   ○ 庵治町町民葬儀
Ａ型 　　　２３０，０００　円 菊 １５０，０００円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円 蓮華 １００，０００円

百合   ７０，０００円
※ 　１　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を ※ 1 町民葬儀に運行する霊柩車は、町と協議の

　 除く。     うえ決定した車両とする。
　２　利用料金には、式場の使用料を含むもの 2 霊柩車の使用等については、「庵治町町民
 　とする。    葬儀実施要綱」による。

　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等 ◎ 霊柩車運行料金の全額を町が負担（ただし、
Ａ型 　　　２３０，０００　円 ２４，７８０円が限度）。
Ｂ型 　　　１３０，０００　円

◎ 町民葬儀を利用した場合、火葬料を全額免除。
※ 　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を

除く。
◎  霊柩車運行料金の全額を市が負担。生花1対を

市が供花（1万円）。1件当たり平均助成額は、
約3.1万円。

  ※

分　　　　類 市・町民葬儀

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況

 生花1対は取止め、市民葬儀利用料金の中に、
火葬料金を含むものとして、火葬施設の有料化
を検討中である。

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 部　 会 　名 市　　　民

・葬儀の種類・料金等に差異がある。
・高松市の制度に統一すると庵治町地域の利用者
の負担が増加する場合がある。

項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 庵　　　　　　　治　　　　　　　町 問　　題　　点　　・　　課　　題

　市民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請に
基づき、葬儀業者として市内において２年以上の経験
を有する者で、市民葬儀の取扱いに必要な飾付道具
等を完備している者を市長が指定する。

  町民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請に
基づき、葬儀業者として町内において５年以上の経験
を有するもので、町民葬儀の取扱いに必要な飾付道具
等を完備している者を町長が指定する。

調　　　　　　整　　　　　　案

   高松市の制度に統一する。
　ただし、利用者の負担増に対する対応について
は、合併時までに調整するものとする。

対　　　　　　応　　　　　　策
   高松市の制度に統一する。
　ただし、利用者の負担増に対する対応について
は、合併時までに調整するものとする。
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１　利用の対象   町内に住所を有した者が死亡した場合の喪主又は
本町に住所を有する喪主で牟礼町内で葬儀をする
者とする。

２　指定業者 （要件） （要件）

３　種類・料金等 　○斎場公園葬   ○ 牟礼町斎苑使用葬儀
Ａ型 　　　２３０，０００　円 蘭 １５０,０００円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円 菊 １００,０００円

蓮華   ７０,０００円
※ 　１　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を 百合   ５０,０００円

　　　除く。
　２　利用料金には、式場の使用料を含むもの ※ 霊柩車の使用については、バス型使用とする。
　　　とする。

 

　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等 　○自宅葬・民営会館葬・寺院葬等
Ａ型 　　　２３０，０００　円 蘭 １５０,０００円
Ｂ型 　　　１３０，０００　円 菊 １００,０００円

蓮華   ７０,０００円
※ 　霊柩車の使用については、宮型霊柩車を 百合   ５０,０００円

　除く。
◎ 霊柩車運行料金の全額を市が負担。生花1対を 　※ 霊柩車の使用については、バス型使用とする。

市が供花（1万円）。1件当たり平均助成額は，
約3.1万円。 　◎　祭壇飾り１件に付き、１万円の助成金を交付。

　※ 　◎　指定する霊柩車使用者に５千円を交付。

分　　　　類 市・町民葬儀

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
項　　　　目 高　　　　　　　松　　　　　　　市 牟　　　　　　　礼　　　　　　　町

行政制度等現況調書・調整方針

協 定 項 目 ２４－２３　その他の事業（葬斎関係事業） 部　 会 　名 市　　　民

生花1対は取止め、市民葬儀利用料金の中に、
火葬料金を含むものとして、火葬施設の有料化
を検討中である。

  町民葬儀取扱い業の指定を受けようとする者の申
請に基づき、町が指定する葬儀の種類、内容及び霊
柩車を保有または使用し、その他町が定めた事項が
実施できる者を町長が指定する。

対　　　　　　応　　　　　　策

調　　　　　　整　　　　　　案
  高松市の制度に統一する。
　ただし、利用者への負担増に対する対応につい
ては、合併時までに調整するものとする。

問　　題　　点　　・　　課　　題

・高松市の制度に統一する。
・牟礼町斎苑使用葬儀の霊柩車の取扱いは、現行
のとおりとする。
･利用者の負担増に対する対応については、合併
時までに調整するものとする。

　死亡時に市内に住所を有した者または死亡時に市
外の福祉施設、病院等に入所、入院等をし、当該施
設等に住所を有した者の葬儀（市外死亡者の葬儀に
あっては、喪主が市内に住所を有する場合に限る。）
を行う場合に限るものとする。

　市民葬儀取扱いの指定を受けようとする者の申請
に基づき、葬儀業者として市内において２年以上の
経験を有する者で、市民葬儀の取扱いに必要な飾
付道具等を完備している者を市長が指定する。

・葬儀の種類・料金等に差異がある。
・高松市の制度に統一すると牟礼町地域の利用者
の負担が増加する場合がある。

 


