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開 催 日 等称名議本
不

平成14年10月9日
各町で臨時議会を開催

合併協議会の設置議案を4町 がそれぞれ可決

平成14年10月10日
大島都合併協議会を設置

同時に これまでの大畠部広域合併研究会を解散し、大島郡合併協議会に移行
専任事務局も大島郡合併協議会事務局に移行

平戌14年11月11日

第 回大島都合併協議会を開催 (於 i東和町総合センター)
協議会設置に至る経緯 協議会規約 協議書、その他規程の報告
協議事項

会議運営規程、小委員会規程、報酬及び費用弁償規程 事業計画、予算 合併協定項目について
いずれも確認

平成14年12月 5日

第2回 大島郡合併協議会を開催 〈於 i久資町民センター)
大島郡4町 合併に係る調査業務委託契約について 報告確認
合併の方式について 合併の期日について、新町の名称について、
協定項目を提案、いずれも松続審議

財産及び債務の取扱いについての4

平成15年 1月 20日

第9回 大島郡合併協議会を開催 (於 !大島町しまとぴあスカイセンター)
合併の方式 合併の期日 財産及び債務の取扱いについて確認
新町の事務所の位置 議会議員の取扱い 農業委員会委員の取扱t、
5協 定項目を提案 いずれも継続害議

一般職昌の身分、特別職の身分の

平成15年 1月 28日

第 1回小委員会を開催
名小委員会において、委員会組織構成について協議

新町名候補選定小委員会
新町事務所調査検討小委員会
新町建設計画策定検討小委員会

平成15年2月 10日 第2回 新町建設計画策定検討小委員会を開催
新町建設の基本方針を確認

平成15年2月 12日 第2回 新町名候補選定小委員会を開催
募集要領、選定基準実について協議

平成15年 2月 20日

第4回 大島郡合併協議会を開催 〈於 !橘町総合センター)
新町名公募について承認
一般職の身分 特別職の身分の2協 定項目を確認

・町名 ・字名称、慣行の取扱い 条例規貝J等の取扱いの3協 定項目等を提案 いずれも継続書議

平成15年2月 20日 第2回 新町事務所調査検討小委員会を開催
本庁方式、分庁方式 総合支所方式について協議

平成15年3月 1日 新町名公募開始

平成15年 3月 7日
第3回 新町建設計画策定検討小委員会を開催

第 1章序論～第2章 地域の現状と課題について検討

平成15年3月 24日 第3回 新町事務所調査検討小委員会を開催
委員会の方向性として、「新庁合の建設は行わず 現況の庁合の利用をする」とした

平成15年3月 26日 第4回 新町建設計画策定検討小委員会を開催
・新町の将来像とまちづくりの方向性 その理念について協議検討

平成15年 3月 31日

第5回 大島郡合併協議会を開催 (於 !東和町総合センター)
町名 字名称、慣行の取扱い、条例 ・規貝J等の取扱いの3協 定項目を確認
地方税 公共的団体等 消防団、電算システムの取扱いの4協 定項目を提案
電算システムの取扱いについて確認、その他は継続客議

平成15年4月 21日 第4回 新町事務所調査検討小委員会を開催
4町 の現有庁合を視察

平成15年 4月 24日
第5 EDE新町建設計画策定検討小委員会を開催

新町のまちづくりの将来像について
住民意向調査の実施について

平成15年4月30日

第6回 大島郡合併協議会を開催 (於 !久賀町民センター)
継続審議の議会議員の定数及びに期 震業委員会委員の定数及び任期の2つ の協定項目を提案
いずれも継続害議

・継続害議の地方税の取扱い 公共的団体等の取扱い、消防国の取扱いの3協 定項目を確認
・使用料 手数料等、補助全 ・交付全等、介護保険事業 消防防災、社会福祉協議会の5項 目の取扱いに
ついて提案

・使用料 手数料等、補助全 ,交付金等の2項 目は確認。その他は継続害議

平成15年5月 14日 新町将来構想 (実)の 配布並びに住民意向調査の開始 部内全世常及び中学生 ・高校生 高専 専円学校生
を対象、宮体数 12 892

平成15年 5月 23日

第7思谷昌馨ら僅窪聾轟留妥梶本登顛 1紡隣ヽ
目を提案

酋養覆晨余麗昌望r稼議二黒P嬬黒盟軍ξ昌陰婆弔事業等、納税関係、
自の取扱いについて提案 いずれも継続害議

社会福祉協議会の4つの協定頂

環境対策、 じんあい処理の6頂

平成15年 5月 27日
第3回 新町名候補選定小委員会を開催

有効 無効の事ttlについて協議



平成15年6月27日

第8回 大鳥君F合併協議会を開催 (於 i橘町総合センター)
継続書議の農業委員会委員の定数及び任期 国民健康保険事業、広報広聴、姉妹都市 。国際交流事業等、
納税関係、環境対策、 じんあい処理のフつの協定項目を確認

・人権対策 簡易水道等 都市計画、小中学校の通学区、学校教育 人権教育の0項 目の取扱いについて提案
人権対策、都市計画 人権教育の3項 目は確認、その他は継続害議
打4年 度歳入歳出決算の認定、 コ5年 度補正予算確認

平成15年6月 28日 第4回 新町名候補選定小委員会を開催
町名候補 19点 を選定

平成15年7月 1日 第5回 新町事務所調査検討小委員会を開催
組織及び機構の取扱い方針 (実)に ついて説明

平成15年 7月 2日 新町建設計画策定検討小委員会委員、4町 公共施設配置状況を視察

平成15年7月 22日

第9回 大島都合併協議会を開催 (於「東和町総合センター)
継続暮議の新町の名称 議会議員の定数及び任期 筒易水道等 小中学校の通学区
のうち小中学校の通学区、学校教育の2つ の協定項目を確認

・組織及び機構 交通安全対策 各福祉事業の取扱いにつt て`提案
交通安全対策の項目は確認、その他は継続警議

学校教育の取扱い

平成15年0月 7日
第6回 新町建設計画策定検討小委員会を開催

・住民意向調査の結果報告について
・4町 の財政状況について

平成15年 3月 19日

第 10回 大島郡合併協議会を開催 (於 i久賀町民センター)
継続害議の新町の名称、議会議員の定数及び任期、簡易水道等、組織及び機構 各福祉事業の取扱いの
うち新町の名称、議会議員の定数及び任期、筒易水道等 各福祉事業の取扱いの4つ の協定項目を確認

。一部事務組合 ・広域連合等、保健衛生、公営住宅、商工観光 教育事務協議会の取扱いについて提案
公営住宅 教育事務協議会の項目は確認、その他は継続害議

平成15年9月 2日 第6回 新町事務所調査検討小委員会を開催
事務所の位置について検討

平成15年9月 4日 第フ回新町建設計画策定検討小委員会を開催
将来構想編について協議

平成15年9月 11日

第 1コ回大島郡合併協議会を開催 (於 !斎野慶村環境改善センター)
継続協議の組織及び機構、一部事務組合 広域連合等 保健衛生、商工観光の取扱いについて4つ の協
定項目を確認
情報公開 離島 保育事業、農林水産関係事業、建設関係事業、社会教育の取扱いについて提案
情報公開 離島 保育事業 農林水産関係事業の4つ の項目は確認、その他は継続審議

平成15年9月 17日
第8回 新町建設計画策定検討小委員会を開催

・新町建設計画編について協議
新町まちづくりの三要施策検討

平成15年10月3日 第7回 新町事務所調査検討小委員会を開催
・事務所の位置について検討

平成15年10月3日
第9回 新町建設計画策定検討小委員会を開催

新町建設計画編について協議
・新町まちづくりの主要施策検討

平蔵15年10月10日

第 12回 大島部合併協議会を開催 (於 1橘町総合センター)
・継続協議の建設関係事業、社会教育の取扱いについての2つ の協定項目を確認
。自治会 行政連絡機構の取扱いについて提案し継続害議
・保育料について報告

平成15年10月24日
第 0回 新町建設計画策定検討小委員会を開催

新町建設計画編のとりまとめについて
財政計画の視点 基本的な考え方について

平成15年11月4日 第8回 新町事務所調査検討小委員会を開催
事務所の位置について検討

平蔵15年11月10日

9回 大島都合併協議会を開催 (於 ,東和町裕合センター)
継続協議の自治会 ・行政連絡機構の取扱いについての協定項目を確認
三セク 出資法人の取扱い、公共下水道等の取扱いについての2協 定項自を提案し確認
新町建設計画 ・計画編、財政計画の概要について報告

第

判成1 5年1 1月2 1日 第9回 新町事務所調査検討小委員会を開催
。事務所の位置について検討

平成15年11月21日
コ回新町建設計画策定検討小委員会を開催
協議会提出案の協議について
新町財政計画について

第

平成15年12月11日

4回 大島郡合併協議会を開催 (於「久資町民センター)
小委員会報告 (2件 )
使用料等について報告、国民健康保険税 水道使用料、下水道使用料
新町の事務所の位置 新町建設計画についての協定項目を提案
事務所の位置について確認 建設計画については継続悪議

第

平成16年 1月 13日

5回 大島郡合併協議会を開催 (於 :蒲野農村環境改善センター)
継続協議の新町建設計画について確認
これを受けて、県との正式協議に入ることになる
協定項目の変更について 「20そ の他必要な事項に関すること」を削除、協定項目は5コ となる
使用料 ・手数料、補助全 交付金等について (その3)報 告

第

平成16年 1月 22日
第 コ0回 大島郡合併協議会を開催 (於 i橘町総合センター)
久賀町 大島町 東和町 橘町合併調ED式を開催 (於 i橘町総合センター)


