
 

第８回上越地域合併協議会次第 

 

 

日時：平成１６年３月６日（土） 

午後２時から 

会場：三和村村民体育館 

 

 

開会 

 

１ 協議 
   
（１）構成市町村の合併に関する協議として協議する事項について 
   
  ○ 各種事務事業の取扱い（その６）              … 前回配布  

  ○ 各種事務事業の取扱い（その７）              … 前回配布  
 
  ○ 各種事務事業の取扱い（その８） 

  ○ 各種事務事業の取扱い（その９） 
   

 

２ その他 

 

閉会 



平成１６年３月６日 

 

 

 

 

構成市町村の合併に関する協議書 

 

 

（15）各種事務事業の取扱い（その８）        …… １ 

（15）各種事務事業の取扱い（その９）        …… ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上越地域合併協議会 

 

協議資料 
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協議事項 

（１５）    各種事務事業の取扱い（その８） 

 

 

 

合併協定書記載文案 

 

別冊「事務事業一覧（その８）」１ページの９件の事務事業については、

合併時から上越市の制度に統一する。 

別冊「事務事業一覧（その８）」２ページの１件の事務事業については、

合併後、段階的に上越市の制度に統一する。 

別冊「事務事業一覧（その８）」３ページの１件の事務事業については、

合併後、段階的に新制度、新基準を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定日 平成  年  月  日 
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協議事項 

（１５）    各種事務事業の取扱い（その９） 

 

 

 

合併協定書記載文案 

 

別冊「各種事務事業の取扱い（その９）」のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定日 平成  年  月  日 



 

 

○ 調整案の内容と件数 

 
 １ 第８回上越地域合併協議会に調整案を提案する事務事業 
 

区  分 件 数 掲載ページ 

「合併時から上越市の制度に統一」するもの 

 ※このうち、当初の調査時点においては、一部の町村の意向が「合

併時から上越市の制度に統一」ではなかったもの   ８件 

９件 １ 

「合併後、段階的に上越市の制度に統一」するもの １件 ２ 

そ
の
８ 

「合併後、段階的に新制度、新基準を適用」するもの １件 ３ 

そ
の
９ 

その他（町村が独自に実施している事務事業） １６９件 ４～７ 

計 １８０件  

 
 
 ２ 全体構成 
 

区 分 件 数 
第７回協議会 

提案時との比較 

調整対象事務事業総数 ２，１６１件 ２８８件減 

第８回上越地域合併協議会に調整案を提案する事務事業の数 
１８０件

（８．３％）
 

第８回上越地域合併協議会までに調整案が提案された事務事業の累計数 
２，０１４件
（９３．２％）

 

第９回上越地域合併協議会以降に調整案を提案する事務事業の数 １４７件  

別 冊 



　　　

○　当初の調査時点から、全ての町村の意向が「合併時から上越市の制度に統一」だったもの

管理№
事務事業
コード

事務事業名

311　産業振興分科会
965 64500 中小企業振興対策費補助金

○　当初の調査時点においては、一部の町村の意向が「合併時から上越市の制度に統一」ではなかったもの

管理№
事務事業
コード

事務事業名 管理№
事務事業
コード

事務事業名

172 地域づくり分科会 521  社会教育分科会
558 30100 地域別まちづくり計画支援事業

560 30300 ボランティア活動支援補助事業

311　産業振興分科会
959 63800 信用保証協会保証料補助金

973 65400 商店街等活性化支援事業

411  福祉分科会
1441 97800 精神障害者入院医療費助成事業

412  高齢者福祉分科会
1550 117700 ふれあいランチサービス運営

「合併時から上越市の制度に統一」する事務事業

2066 140900

上越市社会教育委員
・社会教育委員の具体的な職務及び報酬等については、合併時から上越市の制度
に統一する。
・ただし、委員の定数については、合併後2回目の改選期となる平成19年6月まで
は25人以内とし、そのうち13人については、旧町村の区域の住民のうちから各1
人を委嘱する。
　また、平成19年7月以降は15人以内とする。

事務事業一覧(その８)

上越市体育指導委員会（体育指導委員）
・体育指導委員の任務及び報酬等については、合併時から上越市の制度に統一す
る。
・ただし、委員の定数については、平成19年3月までは、現在の上越市の委員33
人に、昭和32年4月25日付け文部事務次官通達の示すところにより旧町村の区域
ごとに算出した数（ただし、算出した委員の数が1人となる区域については2人と
する。）を加えた61人以内とし、そのうち28人については、旧町村の区域の住民
のうちから当該区域ごとに算出した数を委嘱する。
　また、平成19年4月以降は、その時点の上越市の人口に応じた定数とする（現
在の14市町村の合計人口であれば52人）。

1566002110
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「合併後、段階的に上越市の制度に統一」する事務事業

管理№
事務事業
コード

事務事業名

612 上水道分科会

2424 203800 水道料金
合併後、5年以内に料金を統一する。ただし、統一の方法については、旧町村の事業ごとの経営状況を十
分精査し、市の財政状況を勘案の上、逐次事業ごとに実施する。

説　明
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「合併後、段階的に新制度、新基準を適用」する事務事業

管理№
事務事業
コード

事務事業名

431　保険・年金分科会

1814 126700 国民健康保険税賦課徴収事業

説　明

新基準として、納期は12期、賦課方式は所得割、均等割、平等割に割り振る3方式とし、均等割額と平等
割額の計と所得割額との比率を50：50（平準化）とする。
ただし、合併した年の1～3月は旧市町村の保険税額、又は保険料額を適用する。
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◎補助金、交付金、負担金 ※取扱い欄の〔　〕内の数字は「事務事業の一覧（その１～その８）」の提案事務事業のコード

事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

137 安塚町 商工業振興対策事業補助金 合併時に廃止する。
139 安塚町 棚田景観保全対策 当該事業を上越市に引き継ぐ。
140 安塚町 全国棚田（千枚田）連絡協議会への加入 当該事業を上越市に引き継ぐ。

847 安塚町 里地棚田保全整備事業

848 安塚町 県単農業農村整備事業

844 大島村 団体営里地棚田保全整備事業

845 大島村 県単農業農村整備事業

855 大島村 団体営田園自然環境保全整備事業

846 牧村 里地棚田保全事業

849 牧村 県単農業農村整備事業

850 清里村 中山間地域総合整備事業（農道・集落道整備）

851 清里村
中山間地域総合整備事業（暗渠排水整備、かんがい排
水路整備）

852 三和村 中山間地域総合対策事業

853 名立町 団体営里地棚田保全整備事業

854 名立町 県単農業農村整備事業

148 大島村 県営中山間地域総合整備事業 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成18年度まで現在の受益者負担率で実施する。

154 牧村 県営中山間地域総合整備事業 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成20年度まで現在の受益者負担率で実施する。

867 三和村 県営かんがい排水事業（錦川地区）負担金 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の受益者負担率で実施する。

239 三和村 三和村土地改良事業補助金（事務費補助） 合併時に廃止する。
151 大島村 農村地域工業導入促進センター負担金 合併時に廃止する。
156 牧村 農業振興一般（堆肥製造施設維持管理費助成） 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成18年度まで現在の制度で実施する。

161 牧村 小規模水田条件整備事業
当該事業を名立町の類似事業（246：畑地整備事業）と統合し、合併時から全市に展開して実
施する。

246 名立町 名立町農業基盤整備事業(畑地整備事業)
当該事業を牧村の類似事業（161：小規模水田整備事業）と統合し、合併時から全市に展開し
て実施する。

162 柿崎町 柿崎町産業開発事業補助金 合併時から上越市の新産業創造支援事業補助金〔65800〕の制度に移行する。
163 柿崎町 商店街活性化事業補助金 合併時に廃止する。
164 柿崎町 柿崎町地場産業アピール活動事業費補助金 合併時に廃止する。
165 柿崎町 柿崎町商業活性化ハイプラン推進事業費補助金 合併時に廃止する。
166 柿崎町 出稼ぎ者支援事業 合併時に廃止する。

168 柿崎町 水産資源増殖種苗放流事業（補助金交付事業）

258 名立町 稚魚放流事業補助金

171 柿崎町

－ 牧村

179 大潟町
214 板倉町
227 清里村
－ 安塚町

202 中郷村
婦人グループ育成事業（農村地域生活アドバイザー活
動補助金）

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止し、あわせて組織の自立を図る。

192 吉川町 工業再配置促進連絡協議会（負担金） 合併時に廃止する。

194 吉川町 土地改良事業(山間地域加入促進助成) 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の補助率で実施する。

195 吉川町
吉川町環境保全型農業推進事業（組織環境活動補助
金）

合併時から全市に展開して実施する。

431 大島村

359 牧村
435 柿崎町
200 中郷村
345 名立町
－ 安塚町
－ 大潟町
－ 吉川町
－ 板倉町
205 中郷村 担い手育成支援事業(事務手続き) 既に実施中の事業のため、当該手続きに係る事務を上越市に引き継ぐ。
207 中郷村 作業道開設補助金 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成18年度まで現在の補助率で実施する。
878 中郷村
879 板倉町

208 板倉町 板倉町道路除雪融雪事業補助金
当該事業を平成18年度まで現行水準で継続し、平成19年度からは、上越市のハンドガイド付小
型除雪機械維持修繕から貸与まで〔51000〕の制度に移行する。

211 板倉町
環境保全型農業推進事業（稲わら腐食促進剤購入補助
金）

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。

222 清里村 春季消雪促進対策事業（種子育成地域消雪補助金） 当該事業を上越市に引き継ぐ。
225 清里村 集落景観形成事業 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の補助率で実施する。
255 名立町 水源涵養補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。
261 安塚町 ジュニアスポーツ育成事業 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。
262 安塚町 いきいき女性ネットワーク育成事業 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。
267 牧村 地区婦人学級補助金 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。
268 柿崎町 新生活運動推進協議会補助金

328 大潟町
心なごむ潮さいのまち「大潟町」をつくる推進協議会
補助金（新生活運動推進協議会補助金）

281 中郷村 ジュニアXCスキー育成会補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。
298 安塚町 直峰城少年交流補助金（横浜市名瀬町）
286 板倉町 小学生交流事業助成（沖縄県宮古島）

300 浦川原村 地域づくりリーダー育成事業 合併時から上越市の上越市まちづくり市民大学運営事業〔29500〕の制度に移行する。

園芸部活動補助 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。

当該事業を上越市に引き継ぐが、上越市の栽培漁業試験研究〔80800〕の制度改正も視野に入
れ、合併後、3年以内に見直す。

合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。担い手育成活動助成（農業後継者育成）

各種事務事業の取扱い（その９）
（町村が独自に実施している事務事業）

当該事業は、各町村が既に策定済の農業農村整備事業管理計画又は過疎地域自立促進計画に掲
載されており、かつ既に住民との協議により実施を決定している事業に限定して、合併後5年
間に限り、現在の制度で行う。

新井高等職業訓練校運営費補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。

当該事業を合併後も継続するが、補助金額は各団体が行う事業の規模や内容等を考慮し、5年
以内に見直す。

観光関係団体育成事業（補助金）

合併時に廃止する。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。
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事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

306 大島村
317 牧村
307 大島村
318 牧村
335 吉川町 地域ビジョン策定・実現推進事業
309 大島村 大島村地区振興事業交付金 合併時に廃止する。
311 大島村 大島村四季のふるさと会補助金 合併時に廃止する。
323 柿崎町 柿崎町定住促進奨励金交付事業
336 吉川町 ふるさと定住者助成金
338 板倉町 板倉町ふるさと定住促進事業
339 板倉町 少子化対策助成事業
327 大潟町 緑化推進事業（生垣設置助成） 合併時に廃止する。
342 三和村 越後バッカス街道協議会負担金 当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。
350 安塚町
354 大島村
353 大島村 大島村音楽協会補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。
355 大島村
－ 清里村
－ 名立町
356 大島村
－ 清里村
358 牧村 ジャンボツリーとジャンボツリーの集い活動費補助 合併時に廃止する。
362 柿崎町 米山山頂避難小屋連絡協議会（負担金） 当該事業を上越市に引き継ぐ。
374 吉川町 尾神岳エリヤ協会補助金 当該事業を上越市に引き継ぐ。
877 中郷村 中郷地区労働組合会議補助金 合併時から上越市の勤労者福祉事業補助金〔66100〕の制度に移行する。
383 板倉町 シルバー大学院助成事業 合併後、3年以内に段階的に補助金を廃止する。
423 安塚町
428 浦川原村

429 大島村
432 牧村
424 安塚町 ほっと安塚小さな旅事業（補助金）
425 浦川原村 若葉まつり補助金
426 浦川原村 うらがわらまつり補助金
430 大島村 おおしま夏まつり補助金
433 牧村 むらまつり補助金
436 柿崎町 柿崎時代夏まつり協議会補助金
437 大潟町 大潟まつり補助金
438 大潟町 地域振興活性化事業（鵜の浜温泉まつり補助金）
443 吉川町 よしかわやったれまつり補助金
444 吉川町 越後よしかわ酒まつり補助金
445 中郷村 なかごう夏まつり補助金
446 板倉町 板倉ふれあいまつり補助金
449 名立町 名立まつり補助金
427 浦川原村 柴又交流事業（児童交流を含む。）
442 吉川町 友好都市交流（東京都荒川区）補助金
447 清里村 都市農村交流事業（補助金）
448 名立町 長野県北御牧村との交流事業（補助金）
434 柿崎町 柏崎地域観光連絡協議会（負担金） 当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。
310 大島村 大島村ふるさと交流推進協議会補助金 合併時に廃止する。
415 大潟町 犀潟、潟町鉄道間線路側溝利用者協議会負担金 当該事業を上越市に引き継ぐ。
474 三和村 関東甲信越静地区工業再配置促進連絡協議会負担金 合併時に廃止する。

◎まつり、イベント
事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

145 浦川原村 山本ぶどう祭
146 浦川原村

－ 安塚町

－ 大島村
477 大島村 ほたるまつり
153 牧村 くびき牛丸焼きまつり
169 柿崎町 産業まつり
172 大潟町 農業振興祭
226 清里村 そば祭り
522 大島村 越後・大島雪ほたるロード
528 大島村 地区別ふるさと体験の企画・運営事業
314 牧村 雪国行って見体験
534 吉川町 ふるさとイベントの開催

274 大潟町 卯の花音楽祭（生涯学習推進事業）

276 大潟町 生涯学習フェスティバル
787 三和村

－ 牧村

－ 清里村
304 浦川原村 雪上カーニバル（生涯学習推進事業）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方法などについては、合併
後の状況を踏まえて見直す。

農業祭

生涯学習大会（生涯学習推進事業）

当該事業を上越市に引き継ぐ。

当該事業を上越市に引き継ぐ。

既に実施中の事業のため、事業が終了する平成19年度まで当該事業を実施する。

安塚職業協会負担金 合併時に廃止する。

上越地区生産森林組合連絡協議会負担金

当該事業を上越市に引き継ぎ、さらに全市的な展開を図るなど積極的に取り組む。越後田舎体験推進事業（負担金）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

上越地区県行造林協会負担金

合併時に廃止する。

地域ビジョン策定推進事業

地域ビジョン実現推進事業
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◎交流事業
事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

532 大島村 大島リンク事業（物産展）

482 柿崎町
山梨県須玉町との各種スポーツ交流事業（児童、生徒
交流事業を含む）

533 吉川町 生活協同組合東京マイコープとの交流事業
536 三和村 東京都葛飾区金町との交流事業
537 三和村 栃木県真岡市との交流事業
541 吉川町 法政大学人間環境学部との交流

341 三和村 中国黒龍江省哈爾濱市呼蘭県康金鎮との友好交流事業 当該事業を上越市に引き継ぐ。

◎制　度
事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

550 柿崎町 柿崎町中小企業設備等改善資金利子補給事業
合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成19年度まで現在と同様の基準で利
子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃止する。

551 柿崎町 柿崎町地方産業育成資金利子補給事業
合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成17年度まで現在と同様の基準で利
子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃止する。

552 柿崎町
柿崎町中小商業・サービス業組織的展開資金利子補給
事業

553 吉川町 商工業設備近代化事業資金利子補給

880 板倉町 板倉町地方産業育成資金利子補給
合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成22年度まで現在と同様の基準で利
子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃止する。

557 大島村 ふるさと定住促進資金貸付制度
合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成21年度まで現在と同様の基準で利
子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃止する。

558 柿崎町 柿崎町緊急経済対策特別資金貸付
合併時までに認定される者に限り、その償還が終了する平成17年度まで現在と同様の基準で利
子補給を行い、該当者の償還期間終了と同時に事業を廃止する。

561 浦川原村 企業誘致(固定資産税減免）
当該事業を上越市に引き継ぎ、過疎地域自立促進特別措置法に基づく地区指定により継続す
る。

567 吉川町 企業誘致(固定資産税減免）
209 板倉町 工場設置支援事業（固定資産税減免）
562 柿崎町 工業開発に関する奨励金交付事業 合併時までに認定される者に限り、事業が終了する平成19年度まで現在の制度で実施する。
881 板倉町 工場建設奨励金交付事業 合併時までに認定される者に限り、事業が終了する平成21年度まで現在の制度で実施する。
568 三和村 県産業立地促進地域申出事務 合併時から上越市の企業誘致促進事業〔70200〕の制度に移行する。
529 大島村
535 吉川町
538 三和村
－ 浦川原村

573 板倉町 ふるさと名物・特産品開発事業 当該事業を合併時から全市に展開して実施する。
577 浦川原村 集落担当制度 合併時に廃止する。

◎教育、講座、研修
事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

633 吉川町 町づくり推進大会 合併時に廃止する。

◎住民サービス
事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

764 安塚町 地域生涯楽習推進事業（学習活動支援）
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方法などについては、合併
後の状況を踏まえて見直す。

782 板倉町 生涯学習推進事業（推進会議・出前講座　他）

合併時から生涯学習推進会議、出前講座については、それぞれ上越市の社会教育委員
〔140900〕、出前講座事業（平成15年度から実施）の事業に移行する。
その他の事業については地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方法などにつ
いては、合併後の状況を踏まえて見直す。

788 三和村 生涯学習推進事業（チャレンジサークル活動）
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方法などについては、合併
後の状況を踏まえて見直す。

264 大島村 ＣＡＰプロジェクト（村は大自然の美術館） 当該事業を上越市に引き継ぐ。

655 大島村 村民合唱団・合奏団の活動支援
当該事業を地域展開型事業として上越市に引き継ぐが、事業の実施方法などについては、合併
後の状況を踏まえて見直す。

608 吉川町 原子力発電の事故対策に係るよう素剤の保管管理
当該事業を上越市に引き継ぎ、合併後も必要な措置を講じる。なお、県とも協議しながら上越
市として独自の原子力災害への迅速な対応を示した活動マニュアル作りを進め、合併後の上越
市全域に対応できる方向で検討する。

817 浦川原村 70歳以上の高齢者への優待証の交付（霧ヶ岳温泉） 合併時から上越市のシニアパスポート事業〔115900〕の制度に移行する。
872 大潟町 ＬＰガス供給販売事業 当該事業を上越市に引き継ぐ。
869 三和村 多能用水組合補償金 当該事業を上越市に引き継ぐ。
870 三和村 水源地管理費負担金 当該事業を上越市に引き継ぐ。

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後、速やかに4町村の事業を統合する。

当該事業を上越市に引き継ぎ、農村地域工業等導入促進法に基づく地区指定により継続する。

合併時に廃止する。

農園貸付制度（オーナー制度）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。
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◎その他
事務事業
番   号

実  施
町村名

事務事業名 取　扱　い

523 柿崎町
露店管理（坂田池観桜会、お引上げ商工まつり、納涼
花火大会、朝市）

当該事業を上越市に引き継ぐが、合併後の状況を踏まえて見直す。

868 大潟町 工業用水給水事業 当該事業を上越市に引き継ぐ。

602 吉川町

－ 大島村
－ 柿崎町

662 板倉町 板倉町直轄地すべり対策事業推進協議会事務 既に実施中の事業のため、事業が終了する平成17年度まで現在の事務を実施する。

834 三和村 簡易郵便局取扱事務
近隣に金融機関がない地域事情等から、当該事務事業を上越市に引き継ぎ、地域限定で継続す
る。

654 浦川原村

－ 安塚町

－ 大島村
－ 牧村

842 大潟町

257 名立町

－ 中郷村
607 大潟町 大潟町県営都市公園対策委員会 当該事業を上越市に引き継ぐ。

内水面資源利活用推進事業
当該事業を上越市に引き継ぎ、休耕田の有効活用を通じて中山間地振興と農村体験交流等の推
進を図る。

松くい虫防除事業(単独)
当該事業を地域限定で継続するが、合併後に全市域での総合的な病害虫制度の構築を検討す
る。

電源立地特別交付金事業（柏崎・刈羽原子力発電所） 合併時から上越市の電源立地等初期対策交付金業務〔55200〕に移行する。
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１

2-16 個人市町村民税税率 その６ P１ 200900 個人市町村民税税率 全市町村

2-18 法人市町村民税税率 その６ P１ 200800 法人市町村民税税率 全市町村

2-45 生きがい対策事業 115800 公衆浴場無料入浴助成事業 上越市のみ

115900 シニアパスポート事業 上越市のみ

Ｐ２ 117720 地区敬老会委託事業 2市町

Ｐ１ 117730 100歳祝賀事業 10市町村

110600 敬老会 13市町村

117740 高齢者記念品贈呈事業 13市町村

2-46 一人暮らし対策 111300 男性のいきいき生活塾 4市町村

114500 グループハウス管理運営事業 上越市のみ

114900 老人福祉電話事業 2市村

116400 のびやかデイサービス（直営：中ノ俣、桑取） 上越市のみ

116500 シルバーハウジング生活援助員派遣事業 上越市のみ

116800 おはようコール事業 4市町

114600 ボランティア利用助成事業「美助っ人さん」 5市町村

115100 要援護世帯除雪費助成事業 13市町村

116300 のびやかデイサービス（委託分） 9市町村

116200 上越市ぬくもりサロン事業 11市町村

116700 転倒予防事業（高齢者） 10市町村

その８ P１ 117700 ふれあいランチサービス運営 全市町村

2-47 寝たきり・痴呆対策 114100 高齢者住宅整備資金貸付事業 2市町

114800 訪問理美容サービス 5市町村

その２ Ｐ１ 117000 在宅介護支援センター運営事業 全市町村

その３ Ｐ１ 115000 寝具丸洗いサービス乾燥サービス事業 11市町村

2-48 高齢者福祉各種補助・助成事業 112300 高齢者向け住宅リフォーム補助事業 全市町村

112400 高齢者手すり設置助成事業 上越市のみ

113000 ゲートボール場整備費補助金交付 上越市のみ

その２ Ｐ１ 114200 日常生活用具助成事業(高齢者） 13市町村

113100 老人クラブ補助金交付 全市町村

117710 シルバー人材センター補助金交付事業 6市町村

2-50 健康相談、健康教育 102100 歯と歯ぐきの健康相談会（成人分野） 7市町村

102300 地区活動健康講座 全市町村

103300 未成年者の喫煙防止事業 3市村

103600 一般相談、訪問業務 全市町村

110160 痴呆予防事業 2市町

その２ Ｐ１ 102400 個別健康教育（糖尿病） 10市町村

2-51 保健関係訪問指導 102100 歯と歯ぐきの健康相談会（成人分野） 7市町村

102300 地区活動健康講座 全市町村

103500 難病患者居宅生活支援事業 9市町村

2-54 保健師活動 102100 歯と歯ぐきの健康相談会（成人分野） 7市町村

103600 一般相談、訪問業務 全市町村

2-55 栄養指導事業 102300 地区活動健康講座 全市町村

103600 一般相談、訪問業務 全市町村

その２ Ｐ２ 110000 個別健康相談事業健診結果ハイリスク者相談事業 12市町村

その３ Ｐ２ 107700 糖尿病予防教室 12市町村

2-56 精神保健事業 108300 精神保健促進事業精神障害者ケアマネジメント 12市町村

108500 精神保健促進事業精神障害者当事者の会(南交流会） 2市町

2-58 保健関係組織育成 その１ Ｐ７ 102600 健康づくり活動チーム研修会 5市村

2-66 母子保健事業 102600 健康づくり活動チーム研修会 5市村

103000 妊婦の喫煙防止活動 6市町村

117910 妊婦健診 全市町村

117920 妊産婦医療費助成事業 上越市のみ

Ｐ７ 123500 妊産婦新生児訪問指導事業 全市町村

Ｐ２ 123800 フッ素塗布事業 全市町村

Ｐ１ 123900 乳幼児健診事業 全市町村

その３ Ｐ１ 124000 予防接種事業 全市町村

その３

その１

その２

その１

その１

その１

資料ページ

その１

その２

その３ Ｐ２

Ｐ６

Ｐ６

その２

その１

Ｐ１

準備会における調整方針と異なる調整案となったもの（平成１６年３月６日現在）

事務事業名 実施状況

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

　以下の事務事業は、上越地域法定合併協議会準備会でお示しした「住民生活に密接に関連する事務事業の調整方針２３８項目」（以下、「２
３８項目」という。）の調整方針と異なる調整案となったものです。このうち、白地部分が、第８回協議会に提案する「各種事務事業の取扱い
（その８）」１１件に含まれる事務事業です。

事務事業
コ　ー　ド

ﾍﾟｰｼﾞ 項目名№

「２３８項目」において「段階的に上越市の制度に調整（統一）する」とされていた事務事業で、今回、「合併時から上越市の制度に統
一」することを提案するもの

Ｐ２

Ｐ６

Ｐ６

Ｐ７

その３

その１

Ｐ７

その１

その１

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

Ｐ７

Ｐ７

Ｐ７

Ｐ６

その１

P３

Ｐ４

Ｐ２

Ｐ７
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2-95 商業各種補助制度 64800 ＴＭＯ調査研究事業補助金 上越市のみ

64900 イベント支援事業補助金 上越市のみ

65100 テナントミックス推進事業補助金 上越市のみ

65200 なおえつ茶屋活用事業補助金 上越市のみ

65500 上越卸商連盟事業補助金 上越市のみ

65600 中心市街地創業者支援モデル事業補助金 上越市のみ

70540 中心商店街創業者独立支援モデル事業補助金 上越市のみ

その３ Ｐ１ 65000 たばこ販売事業補助金 6市町村

64500 中小企業振興対策費補助金 上越市のみ

65400 商店街等活性化支援事業 上越市のみ

2-107 農業構造の改善事業 77500 農村資源活用農業構造改善事業 上越市のみ

77600 農業農村活性化農業構造改善事業 上越市のみ

2-108 稲作振興・生産調整関係事業 その１ Ｐ５ 82000 米穀流通消費改善対策事業 全市町村

76900 稲作振興事業（経営構造対策事業補助金・農業生産総合対策事業補助金） 9市町村

77000 経営構造対策事業 8市町村

81900 水田農業経営確立対策推進事業 全市町村

2-109 園芸振興事業 76100 園芸産地整備事業（園芸機器、施設整備事業） 2市町

76300 野菜価格安定対策事業 上越市のみ

76500 園芸生産拡大対策事業（園芸産地活性化支援事業） 上越市のみ

76600 園芸生産拡大対策事業（学校給食用野菜産地育成事業） 上越市のみ

76700 園芸生産拡大対策事業（花き生産拡大事業） 上越市のみ

76000 施設園芸産地育成補助事業 7市町村

76200 園芸産地特産化事業（ベンチャー作物支援事業） 3市町

76800 園芸生産拡大対策事業（果樹生産拡大事業） 2市町

2-110 畜産振興事業 77200 畜産振興事業（補助金） 6市町村

77300 中ノ俣牧場関係事業 上越市のみ

82700 高齢者等肉牛飼育モデル事業 2市町

その３ Ｐ１ 77100 畜産振興事業（負担金） 13市町村

2-111 中山間地域振興事業 77400 中山間地域等活性化対策事業 11市町村

77500 農村資源活用農業構造改善事業 上越市のみ

77600 農業農村活性化農業構造改善事業 上越市のみ

2-121 道路の維持管理 49800 施設管理運営（道路維持） 全市町村

49900 その他（道路修繕工事） 全市町村

Ｐ１ 50400 市道占用許可･協議、道路工事承認業務 全市町村

2-122 私道整備事業 その２ Ｐ２ 48200 私道整備事業補助金 5市町村

2-136 私立高等学校就学費補助制度 その３ Ｐ２ 136900 私立高等学校学費助成補助金 11市町村

2-139 小学校関係各種助成制度 144100 入学支度金支給事業（小・中学校） 上越市のみ

144300 環境教育推進事業 3市町村

146800 英会話クラブ外部講師派遣事業 上越市のみ

146900 外国人児童生徒支援謝礼 2市町

145900 要保護及び準要保護児童生徒援助費(小・中学校) 全市町村

146100 特殊教育就学奨励費（小・中学校） 全市町村

その４ Ｐ１ 202700 施設利用学習（小・中学校） 全市町村

2-140 中学校関係各種助成制度 144100 入学支度金支給事業（小・中学校） 上越市のみ

144300 環境教育推進事業 3市町村

146800 英会話クラブ外部講師派遣事業 上越市のみ

146900 外国人児童生徒支援謝礼 2市町

145900 要保護及び準要保護児童生徒援助費(小・中学校) 全市町村

146100 特殊教育就学奨励費（小・中学校） 全市町村

その４ Ｐ１ 202700 施設利用学習（小・中学校） 全市町村

2-142 青少年関係各種助成制度 Ｐ１ 140610 PTAウィークエンドこども体験活動事業交付金 上越市のみ

Ｐ２ 153900 青少年健全育成協議会連合会 10市町村

2-144 文化・スポーツ関係各種助成制度 その２ Ｐ２ 140200 文化・スポーツ振興基金 上越市のみ

その３ Ｐ１ 141910 上越市レクリエーション協会補助金 上越市のみ

141700 社会教育関係団体の認定 10市町村

202100 地域スポーツクラブ育成事業 上越市のみ

202200 地域ジュニア競技スポーツクラブ育成事業 3市町

2-149 地域づくり、まちづくり支援事業 その２ Ｐ１ 30200 地域別まちづくり実践事業 5市町村

その８ P１ 30100 地域別まちづくり計画支援事業 5市町村

2-158 ガス料金 その４ Ｐ１ 203700 ガス料金 4市町村

2-161 ガス工事負担金 その１ Ｐ９ 178700 宅地造成工事に係る工事負担金の算定 4市町村

その１

その２

その１

その２

その３

その３

その４

その２

その１

Ｐ１

Ｐ１

Ｐ６

その１

その１

その１

資料ページ

その３

その１

事務事業
コ　ー　ド

事務事業名 実施状況№ 項目名

Ｐ４

Ｐ５

Ｐ８

Ｐ１

Ｐ８

Ｐ２

Ｐ２

Ｐ５

Ｐ５

Ｐ５

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

Ｐ２

Ｐ７

その８ P１

Ｐ５

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

ﾍﾟｰｼﾞ
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２

Ｐ６ 2-147 国際交流関係各種助成制度 その２ Ｐ３ 41700 上越国際交流協会運営費補助 4市町村

３

Ｐ２ 1-49
国、県、市町村の指定文化財の取扱
い

その２ Ｐ２ 141900 文化財指定 全市町村

４

3-4 国民健康保険給付内容 125500 一般・退職被保険者療養給付 全市町村

125700 一般・退職被保険者高額療養費 全市町村

125900 一般・退職被保険者食事療養負担額減額認定 全市町村

126100 一般・退職被保険者療養費給付 全市町村

126300 保険給付事業（出産育児一時金） 全市町村

126400 保険給付事業（葬祭費） 全市町村

５

Ｐ８ 3-6 市町村道認定基準 その３ Ｐ２ 50000 市道の認定・廃止・変更業務 全市町村

６

2-139 小学校関係各種助成制度 144500 遠征費交付金（小・中学校） 全市町村

146400 通学援助費（小・中学校） 全市町村

2-140 中学校関係各種助成制度 144500 遠征費交付金（小・中学校） 全市町村

146400 通学援助費（小・中学校） 全市町村

７

P４ 2-73 ごみ集積施設設置費補助 その５ Ｐ１ 91600 ごみ集積施設設置費補助金 9市町村

ﾍﾟｰｼﾞ № 資料ページ項目名

「２３８項目」において「合併時から上越市の制度に調整（統一）する」とされていた事務事業で、今回、「合併後、段階的に上越市の制
度に統一」することを提案するもの

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

実施状況事務事業名
事務事業
コ　ー　ド

事務事業名

№ 項目名

実施状況

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

ﾍﾟｰｼﾞ № 項目名

Ｐ８

「２３８項目」において「上越市の制度に統一したうえで、地域の実情を加味した新基準を追加する（合併時から）」とされていた事務事
業で、今回、「合併時から上越市の制度に統一」することを提案するもの

その１

資料ページ

「２３８項目」において「新制度を創設し合併時から適用する」とされていた事務事業で、今回、「合併時から上越市の制度に統一」する
ことを提案するもの

Ｐ７

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

事務事業名 実施状況

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

Ｐ３

「２３８項目」において「段階的に上越市の制度に調整（統一）する」とされていた事務事業で、今回、「合併後、段階的に新制度、新基
準を適用」することを提案するもの

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

ﾍﾟｰｼﾞ № 項目名

Ｐ６

その４

実施状況
事務事業
コ　ー　ド

資料ページ

「２３８項目」において「合併後、新市に引き継がれるため調整の必要なし」とされていた事務事業で、今回、「合併時から上越市の制度
に統一」することを提案するもの

事務事業名
事務事業
コ　ー　ド

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

№ﾍﾟｰｼﾞ 項目名

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

事務事業
コ　ー　ド

事務事業名 実施状況

その４ Ｐ３

「２３８項目」において「合併時から清里村の制度に調整（統一）する」とされていた事務事業で、今回、「合併時から上越市の制度に統
一」することを提案するもの

「住民生活に密接に関連する
事務事業の調整方針２３８項目」

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

資料ページ

準備会における調整方針と異なる調整案となった事務事業

ﾍﾟｰｼﾞ

実施状況

事務事業
コ　ー　ド

事務事業
コ　ー　ド

ﾍﾟｰｼﾞ № 項目名 資料ページ

事務事業名資料ページ
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