
企画 観音寺市国際交流協会 大野原町国際交流協会

観音寺市土地開発公社 大野原町土地開発公社 豊浜町土地開発公社

誘致企業代表者会

広聴広報 観音寺市自治会協議会 大野原町連合自治会長会 豊浜町自治会協議会

税分科会 三豊地区農業所得標準協議会 三豊地区農業所得標準協議会 三豊地区農業所得標準協議会

交通 観音寺市交通対策協議会 大野原町交通対策協議会 豊浜町交通安全対策協議会

人権 部落解放基本法制定要求観音寺実行委員会 部落解放基本法制定要求大野原町民実行委員会 部落解放基本法制定要求豊浜町民実行委員会

世界人権宣言観音寺実行委員会

観音寺人権擁護委員協議会観音寺地区部会 大野原町人権啓発推進協議会 豊浜町人権擁護審議会

環境 観音寺市衛生組合連合会 大野原町衛生組合 豊浜町保健衛生推進協議会

福祉 観音寺地区保護司会 観音寺地区保護司会 観音寺地区保護司会

観音寺市遺族連合会 大野原町遺族連合会  豊浜地区遺族厚生会和田地区遺族厚生会

傷痍軍人会観音寺支部 大野原町傷痍軍人会 豊浜町傷痍軍人会

更正保護讃岐修斉会 更生保護婦人会 豊浜地区更生保護女性会

観音寺市母子福祉会 大野原町母子寡婦福祉会 豊浜町母子寡婦福祉会

豊浜町母子愛育連合会

社会福祉法人ふたば福祉会 社会福祉法人　大野原福祉会

社会福祉法人柞田福祉会

社会福祉法人高室福祉会

社会福祉法人愛和福祉会

社会福祉法人ときわ福祉会

社会福祉法人　三豊広域福祉会 社会福祉法人　三豊広域福祉会 社会福祉法人　三豊広域福祉会

観音寺市社会福祉協議会 大野原町社会福祉協議会 豊浜町社会福祉協議会

香川県身体障害者協会観音寺支部 香川県身体障害者協会三豊支部 香川県身体障害者協会三豊支部

香川県要約筆記サークル「ゆうあい観音寺」

西讃ろうあ協会 西讃ろうあ協会 西讃ろうあ協会

観音寺地区リウマチ友の会

さくらんぼ親の会

手をつなぐ親の会 大野原町手をつなぐコスモスの会  豊浜町手をつなぐ親の会浜っ子の会

観音寺市肢体不自由父母の会

民生委員児童委員協議会 民生委員児童委員協議会 豊浜町民生委員児童委員協議会

（社）観音寺シルバー人材センター 大野原町シルバー人材センター 豊浜町シルバー人材センター

観音寺市老人クラブ連絡協議会 大野原町三楽クラブ連合会 豊浜町長寿会連合会

観音寺市ペタンク協会

観音寺市ゲートボール協会

観音寺市視覚障害者福祉協会

三豊地域共同作業所あゆみ会

観音寺市ボランティア協議会 大野原町ボランティア協議会 豊浜町ボランティア連絡会

観音寺市ボランティアセンター
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分科会名　公共的団体等の取扱いについて合併協定項目番号 １６ 合併協定項目名 総務分科会専門部会名 総務部会

調整方針(案)

公共的団体等については、新市の一体性を確保するため、それぞれの実情を尊重しながら、統合整備について次のとおり調整に努めるものとする。

１　１市２町に共通する団体については、できる限り合併時に統合できるよう調整に努める。

２　統合又は再編に時間を要する団体については、将来の統合に向けて検討が進められるよう調整に努める。

３　１市２町独自の目的を有する団体については、現行のとおりとする。

観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町区　　分
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観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町区　　分

健康 豊浜町保健衛生推進協議会

老人クラブ連絡協議会 豊浜町長寿会連合会

観音寺市食生活改善推進協議会 大野原町食生活改善推進協議会 豊浜町食生活改善推進協議会

母子愛育会連絡協議会 大野原町母子愛育会 豊浜町母子愛育会連合会

民生委員・児童委員協議会

「元気印のかんおんじ２１」ヘルスプラン推進協議会

観音寺市三豊郡医師会 観音寺市三豊郡医師会 観音寺市三豊郡医師会

三豊郡歯科医師会 三豊郡歯科医師会 三豊郡歯科医師会

介護保険 観音寺市介護保険事業・老人福祉事業計画策定委員会

農林水産 香川県農業協同組合観音寺支部 香川豊南農業協同組合  香川豊南農協協同組合

香川県農業協同組合豊浜支店

三豊農業共済組合 三豊農業共済組合 三豊農業共済組合

観音寺市木之郷町土地改良区 豊稔池土地改良区 豊浜町土地改良区

観音寺市豊田土地改良区 大谷池土地改良区

三豊郡中部用水土地改良区連合 五郷土地改良区

観音寺市逆瀬池土地改良区 萩原土地改良区

観音寺市ほ場整備土地改良区 花稲土地改良区

観音寺市柞田土地改良区 紀伊土地改良区

観音寺市一ノ谷池土地改良区 大野原町ほ場整備土地改良区

観音寺市粟井土地改良区 柞田川沿岸土地改良区連合

観音寺市高室土地改良区

観音寺市観音寺町土地改良区

観音寺市常磐土地改良区 大豊農業振興センター 大豊農業振興センター

三豊干拓土地改良区

柞田川沿岸土地改良区連合

財田川沿岸土地改良区

三豊地域農業活性化推進機構 三豊地域農業活性化推進機構 三豊地域農業活性化推進機構

三豊農業改良普及協議会 三豊農業改良普及協議会 三豊農業改良普及協議会

米計画出荷推進協議会 大野原町生活研究グループ 豊浜町生活研究グループ連絡協議会

有明地区畑作振興協議会 豊浜町梨加工研究会

観音寺市葉たばこ生産振興協議会

三豊地域鳥獣害防止対策協議会 三豊地域鳥獣害防止対策協議会 三豊地域鳥獣害防止対策協議会

香川県猟友会観音寺支部 香川県猟友会豊浜支部 香川県猟友会豊浜支部

豊浜町畜産組合

香川西部森林組合 大野原町森林組合 香川西部森林組合

観音寺漁業協同組合 西かがわ漁業協同組合 西かがわ漁業協同組合

伊吹漁業協同組合

三豊地区淡水漁業協同組合 三豊地区淡水漁業協同組合 三豊地区淡水漁業協同組合
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観　音　寺　市 大　野　原　町 豊　　浜　　町区　　分

商工観光 観音寺商工会議所 大野原町商工会 豊浜町商工会

観音寺職業安定協会

観音寺市照明近代化協議会 大野原町街路灯組合

(社)観音寺市観光協会 大野原町観光協会 豊浜町観光協会

農業委員会 三豊農業共済組合 三豊農業共済組合 三豊農業共済組合

観音寺市農業経営者協議会 グル－プ85 豊浜町農業経営者協議会

三豊地区農業委員会会長会 三豊地区農業委員会会長会 1市9町農業委員会会長会

観音寺市小作料協議会 大野原町小作料協議会 豊浜町小作料協議会

観音寺市農地銀行 大野原町農地銀行 豊浜町農地銀行

教育 観音寺市小学校教育研究会 一区教育協議会 一区教育協議会

観音寺地区校外補導委員会

観音寺市内３中学校と小学校校長会

香川県小学校教育研究会等

生涯学習 観音寺市ＰＴＡ連絡協議会 大野原町PTA連絡協議会 豊浜町ＰＴＡ連絡協議会

観音寺市子ども会ジュニアリーダークラブ 豊浜町ジュニアリーダークラブ

観音寺市子ども会育成連絡協議会 大野原町子ども会育成連絡協議会 豊浜町子ども会育成会

大野原町子どもボランティアサークル

青少年育成観音寺市民会議 青少年育成大野原町民会議 青少年育成豊浜町民会議

観音寺市少年を守る母の会

観音寺市少年育成環境浄化推進協議会

観音寺市体育協会 大野原町体育協会 豊浜町体育協会

観音寺市健康づくり推進協議会 大野原町スポーツ少年団育成連絡協議会

観音寺市体力つくり市民会議

観音寺市文化財保護協会 大野原町文化財保護協会 豊浜町文化財保護協会

観音寺市文化協会 大野原町文化協会 豊浜町文化協会

大野原町青年団 豊浜町青年団

観音寺市婦人会 大野原町婦人会 豊浜町婦人会

豊浜町女性団体連合会

とよはま生活学校

田野々雨乞踊保存会 新とよはま音頭協賛会

大野原音頭保存会 和田雨乞踊保存会

箕浦獅子舞保存会

豊浜町教育会

人権・同和教育 観音寺市人権・同和教育研究協議会 大野原町人権・同和教育推進協議会 豊浜町同和教育推進協議会

 


