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報告第３０号の２ 
 
 

事務事業の具体的調整結果について（第２回） 
 
 

事務事業の具体的調整結果について報告する。 
 
 
平成２０年２月２０日 報告 
 
 

事務事業の具体的調整結果について 

 

別紙のとおり 

 

 
平成２０年２月  日 報告 
村上岩船地域５市町村合併協議会 

議 長 村上市長 佐 藤   度 
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別紙 
事務事業等の具体的調整結果 

 

No. 調整項目名 調整方針概要 具体的調整結果 

９ 一般職の職員の身分の

取扱い 
（１）部門別職員定数 
 
 
 
 
（２）設定給料表 
 
 
 
 
 
（３）初任給・昇格・昇

給基準 
 
（４）職務・職階制 
 

 
 
（１）職員定数は、現在の職員数を

基とし、市長の事務部局や教育

委員会の事務部局、議会の事務

部局の職員など、各部門の定数

を合併時までに調整する。 
（２）設定給料表は、行政職給料表

（一）、（二）及び消防職給料表

とし、新市に移行時の職員給料

は、現給を保障し、新たに制定

する「初任給・昇格・昇給基準」

に則り定める。 
（３）初任給・昇格・昇給基準につ

いては、現行市町村の基準を参

考に新しい基準を定める。 
（４）職務・職階制については、合

併時までに調整する。 
※検討表資料番号 【３－１１～１８】 

 
 
（１）別紙１のとおり 
 
 
 
 
（２）行政職給料表（一）は７級制、   

行政職給料表（二）は５級制、   

消防職給料表は６級制を採用

する。 
 
 
（３）別紙２のとおり 
 
 
（４）別紙３のとおり 

１５ 地方税の取扱い 
（６）国民健康保険税の

取扱い 
 ①税率 

 
資産割は廃止する。応能割と応益割

の割合は 50：50に設定し、均一課
税とする。ただし、合併時から均一

課税することにより、１人当り（１

世帯当り）の増税額が大きくなると

予測される時は、激変緩和措置を検

討する。 
※検討表資料番号 【１－３８】 

 

 
現村上市の税率を適用する。激変緩

和のために基金を取り崩す。後期高

齢者医療制度の創設により、新たに

支援金分等を加えた３方式で算定

する。 
※補足資料別紙４参照 
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No. 調整項目名 調整方針概要 具体的調整結果 

１６ 
 

使用料・手数料の取扱い 
（３）保育料について 
 
 
 
 
 
 
（５）社会体育施設の使

用料について 

 
合併後、広域的な通園希望が予想さ

れることから保育料の経過措置（不

均一料金制度）は設けず、統一した

基準に基づく保育料を徴収する方

向で調整する。 
※検討表資料番号 【１－７０～７１】 
 
現行のまま、新市に引継ぐ。ただし、

現行の市町村の料金体系で不公平感

が生じるため、使用料規程（使用料

体系、減免基準等）を精査し、各施

設間で不均衡が生じないために新た

な使用料徴収規程を設け、平成２１

年４月から新料金規程を適用する。 
※検討表資料番号 【１－７９～９２】 

 
別紙５のとおり 
 
 
 
 
 
 
別紙６のとおり 

２５ 各種事務事業の取扱い 
12 【住民】窓口事務 

 ①各種証明書等の発

行に関すること 
 
  

 
①一部手数料の異なる証明につい

ては、村上市の例により調整す

る。行政証明の範囲については、

合併時までに協議会で調整する。 
※検討表資料番号 【２－２３～２５】 

 
①行政証明については、村上市の例

により書式を定めて対応する。書式

に無い証明については本庁支所間

の協議により対応する。 

50 【農政】構造政策 
 ①認定農業者認定審

査会 

各市町村ともに審査会を設置して

いるが委員の選出区分に相違があ

るため、合併時までに調整を行う。 
※検討表資料番号 【２－１２３】 

審査会を一本化する。審査会の構成

員は、県、市、ＪＡなどから選出さ

れた７名とする。審査会は、原則と

して年４回開催する。 

105 【学校教育】各種補助 
 ②中学校自転車通学

ヘルメット購入補助 

ヘルメットは上限価格を設けたう

えで、全額補助とする。補助の方式

は領収書を添付して個別申請。合併

後は教育委員会で対応する。 
※検討表資料番号 【２－２４０】 

ヘルメットは上限価格 4,000 円の
全額補助とする。補助の方式は領収

書を添付して個別申請。合併後は教

育委員会で対応する。 

－ 議会議員の期末手当 － 
 

全市町村とも同一であるため現行

のまま新市に引き継ぐ。 
※検討表資料番号 【８－１】 
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部門別職員定数 

 
 定数 
（１） 市長事務部局の職員 ６７０ 人 
（２） 議会事務部局の職員 ６ 人 
（３） 監査委員事務部局の職員 ４ 人 
（４） 選挙管理委員会事務部局の職員 ４ 人 
（５） 教育委員会事務部局及び教育委員会の所管に属する

教育機関等の職員 
１３６ 人 

（６） 農業委員会事務部局の職員 １５ 人 
（７） 水道企業の事務部局の職員 ３０ 人 
（８） 消防部局の職員 １４５ 人 
 （１，０１０） 

 

別紙１ 
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初任給基準表 

 
行政職 
 学歴免許の資格 初任給 

大学卒 １級２５号給 
短大卒 １級１５号給 

正規の試験 
 
 高校卒 １級５号給 
その他 各学歴共通 正規の試験より４号下位 

 
 
技能労務職 
 基準学歴 初任給 

高校卒 １級１７号給 正規の試験 
 中学卒 １級５号給 
その他 各学歴共通 正規の試験より４号下位 

 
 
消防職 
 学歴免許の資格 初任給 

大学卒 １級２１号給 
短大卒 １級１１号給 

正規の試験 
 
 高校卒 １級１号給 
その他 各学歴共通 市長が別に定める 

 

別紙２ 
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●新市級別職務分類表  

○一般行政職給料表級別標準職務分類 

職務の級 標準的な職務 

１級 主事、技師、保健師、保育士、栄養士、看護師、学芸員 

２級 主任 

３級 係長、主査、園長 

４級 課長代理、副参事 

５級 課長、参事、課長補佐、指導主事 

６級 部長、支所長、会計管理者、管理主事、指導主事 

特に命ずる 課長、参事 

７級 特に命ずる 部長、支所長、会計管理者 管理主事 

 

 

○技能労務職給料表級別標準職務分類 

職務の級 標準的な職務 

１級 その都度指示を受け、又は定まった順序に従って行う単純容易な技能労務又は一

般労務に従事する職務 

２級 その都度指示を受け、又は定まった順序に従って行う単純容易な技能労務又は一

般労務に従事する職務で相当な経験を有した者 

３級 相当の技能を必要とする作業を行う技能職員及び相当長期の経験を必要とする作

業を行う労務職員の職務 

４級 長期の経験に基づき、特に高度の技能及び技能及び知識を必要とする作業を行う

技能職員の職務又は長期の経験に基づき、特に困難な作業を行う労務職員の職務 

５級 極めて高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能職員又は長期の経験に基

づき極めて困難な作業を行う労務職員の職務 

 

 

○消防職給料表級別標準職務分類 

職務の級 標準的な職務 

１級 消防士 

２級 消防副士長 

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う 消防士 

３級 消防士長 

４級 消防司令、消防司令補 

長期の経験を有する 消防士長 

５級 消防司令長 

長期の経験を有する 消防司令 

６級 消防監 

特に命ずる 消防司令長 

備考 ５級の長期の経験を有する消防司令及び４級の長期経験を有する消防士長は、平成18年４月１日

に５級に在級する消防司令及び４級に在級する消防士長に限る。 

 

別紙３ 


