
 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 

 専門部会名  企画・財務専門部会（税務） 
協定項目  24 各種事務事業の取扱い （その他） 関係項目 市(町)税に係る前納報奨金 

 
 調整の内容 堺市制度に統一する。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：市税に係る前納報奨金 
◇内容：最初に到来する納期に、その後の納期に係る納付

額を納付した場合に、納期前に納付した税額に応じ

報奨金を交付する。 
     
   １ 交付税目 
     個人市民税(普通徴収分)、 

固定資産税･都市計画税、固定資産税(償却資産) 
 
   ２ 交付基準 

(1) 期別税額が 50,000 円までの部分 
期別税額×100分の0.2×納期前に係る月数 

(2) 期別税額が 50,000円を超え 150,000円まで

の部分 
 期別税額×100 分の 0.1×納期前に係る月数 
(3) 期別税額が 150,000 円を超える部分 

対象としない 

◇名称：町税に係る前納報奨金 
◇内容：最初に到来する納期に、その後の納期に係る納付

額を納付した場合に、納期前に納付した税額に応じ

報奨金を交付する。 
 
   １ 交付税目 
     個人町民税(普通徴収分)、 

固定資産税･都市計画税、固定資産税(償却資産) 
 
   ２ 交付基準 

(1) 期別税額が 125,000 円までの部分 
期別税額×100 分の 1×納期前に係る月数 

(2) 期別税額が 125,000 円を超える部分 
対象としない 

 
合併後の新年度から統一する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 

 専門部会名  企画・財務専門部会（税務） 
協定項目  24 各種事務事業の取扱い （その他） 関係項目 原動機付自転車標識弁償金 

 
 調整の内容 美原町制度で実施。美原町の基準に調整 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称：原動機付自転車標識弁償金  
◇内容： 

市税条例６１条 
  標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づく

ときは、弁償金として 150 円を納めなければならない。 
 

◇名称：原動機付自転車標識弁償金  
◇内容： 

町税条例４９条 
  標識のき損又は亡失がその者の故意又は過失に基づく

ときは、弁償金として 200 円を納めなければならない。 

 合併後、弁償金は 200 円とする。 

 

 



 
様式２ 

堺 市 ・ 美 原 町 合 併 協 議 会 の 調 整 内 容 
 

                                                          専門部会名  企画・財務専門部会（税務） 
  協定項目 24 各種事務事業の取扱い （その他） 関係項目 固定資産税・都市計画税に係る償還金 

 
 調整の内容 廃止。 

現     況 
堺     市 美  原  町 調 整 の 具 体 的 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◇名称： 
◇内容：平成 13 年度制度廃止 

◇名称：固定資産税･都市計画税に係る償還金 
◇内容：固定資産税及び都市計画税の課税誤りによる納付

金のうち地方税法第 17 条の 5 第 3 項により還付すること

ができない納付金相当額を地方自治法第 232 条の 2 により

交付する。 

合併後到来する新年度以降、美原町の

制度を廃止する。 

 
 
 
 
 

 



事務事業
　

専門部会名  企画・財務専門部会（秘書）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

市長・助役の日程調整、連
絡事務

町長・助役の日程調整・連
絡事務

堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

市長・助役の随行 町長・助役の随行 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

式辞・祝辞・弔辞等、挨拶
文書事務

式辞・祝辞・弔辞等挨拶文
書事務

堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

来客への接遇 来客への接遇 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

市長車・助役車の運転及び
管理

町長車・助役車の運転及び
管理

堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

大阪府市長会事務 大阪府町村長会事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

全国市長会事務 全国町村長会事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

近畿市長会事務 近畿町村長会事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

泉州市長会事務 南河内郡府町村長会事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

泉州助役会事務 南河内助役会事務 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

内外情勢調査会事務 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

都市行政研究会事務 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

堺官公庁等連絡会事務 堺市制度で実施 堺市の例による。合併後、旧美原町内にある官公庁
等に堺官公庁等連絡会への入会の勧誘を行う。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

大阪自治センター事務 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

市功労者への表彰及び礼
遇

有功表彰被表彰者への表
彰及び待遇

堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

叙位、叙勲、褒章の上申 叙位・叙勲・褒章の上申 堺市制度で実施 国の提示したとおり。堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

開庁記念式典 町制記念式典 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

新年互礼会 新年交礼会 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

市名誉市民への顕彰及び
礼遇

堺市制度で実施 堺市の例による。



事務事業
　

専門部会名  企画・財務専門部会（秘書）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

善行者表彰 善行表彰 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

栄誉賞 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

栄冠賞 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

功績者表彰 功労表彰 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

議員及び議員待遇者に対
する感謝状贈呈事務

堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

市政懇談会事務 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

在堺県人会代表者会事務 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

知事表彰候補者の推薦 知事表彰候補者の推薦 堺市制度で実施 府の提示したとおり。堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

堺まつりの来賓への案内及
び当日の来賓接遇

堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

表彰状や後援名義の合議 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

浄書事務 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

関係団体役員名簿の管理 関係団体役員名簿の管理 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

仕事納式、仕事始式 仕事納め式・仕事始め式 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

就退任挨拶 就退任挨拶 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

金剛山展望塔保存会 美原町制度で実施 美原町の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

美原町手帳の作成 新市で調整する

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

町制施行記念事業 廃止



使用料、補助金、負担金等
　

専門部会名  企画・財務専門部会（秘書）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

全国市長会分担金 全国町村長会負担金 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

近畿市長会分担金 近畿町村長会負担金 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

泉州市長会分担金 南河内郡府町村長会負担
金

堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

泉州助役会分担金 南河内助役会負担金 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

大阪府市長会分担金及び
近畿市長会特別分担金

大阪府町村長会負担金 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

内外情勢調査会会費 内外情勢調査会会費 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

都市行政研究会会費 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

堺官公庁等連絡会会費 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

大阪自治センター会費 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

新年互礼会開催負担金 新年互礼会開催負担金 堺市制度で実施 堺市の例による。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

金剛山展望塔保存会負担
金

美原町制度で実施 美原町の例による。



関係団体、組織等
　

専門部会名  企画・財務専門部会（秘書）　　様式１

事　務　 事　業　名 調　整　方　針
協定項目 堺市 美原町 協議・調整区分 調整の内容

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

功労者表彰審査会 美原町表彰審査委員会 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

表彰選考委員会 美原町表彰審査委員会 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

表彰審査会 美原町表彰審査委員会 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

堺官公庁等連絡会 堺市制度で実施 継続して加入する。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

在堺県人会代表者会 堺市制度で実施 現行のとおり。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

泉州市長会 南河内郡府町村長会 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

泉州助役会 南河内助役会 堺市制度で実施 堺市の例に合わせる。

24 各種事務事業の取扱
い　（その他）

堺新年互礼会実行委員会 堺市制度で実施 堺市の例による。




