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坂 東 市 



は　じ　め　に 

　平成 １ ７ 年３月 ２ ２ 日，岩井市と猿島町の合併が実現し，約５万８千 

人の人口を有する，水と緑に包まれた豊かな自然環境を有する田園 

都市「坂東市」が誕生いたしました。 

　両市町は，もともと歴史的・文化的にも，そして経済・生活等に 

おいても一体的な深い関わりを有しており，公共施設の相互利用の 

実施やごみ処理・消防体制などについて共同で取り組むなど，広域 

的な諸計画においても，一体的な地域としてゾーニングされ，地域 

振興が図られてきました。 

　また，今日の地方行政においては，地方分権の推進，少子高齢化 

の進展など，社会情勢の変化に伴う住民ニーズの多様化・高度化に 

的確に対応し，国及び地方を通じた厳しい財政状況の中で，行政サービスの充実・安定的供給を 

図っていく必要に迫られております。 

　とりわけ，市町村は基礎的自治体として地域において包括的な役割を果たしていくことがこれ 

まで以上に期待されており，地域資源を有効活用し，福祉や教育，広域的な視点に立ったまちづ 

くりの展開など，住民に身近なサービスの提供を行政自らの判断と責任において決定し，実施で 

きる体制を構築していくことが，これからますます重要になるのではなかろうかと思います。 

　こうした状況下において，一体化した生活圏を共有する１市１町が合併することにより，地方 

分権を担う行政能力と財政基盤の確立を図り，県西地方の中核都市として更なる発展を目指すこ 

とといたしました。 

　合併の実現に至るまでには，いくつかの厳しい局面があったことも事実ですが，いかなる市町 

村合併であっても，平坦な道ばかりではないと考えます。この１市１町の合併推進につきまして 

も，立場の違い，多様な意見や見解があっても，確固たる信念と，相互の信頼や配慮により，困 

難を乗り越え，目標を成就できたと確信しております。これも偏に市民の皆様や市議会議員，県 

議会議員，知事を始めとする県関係者の方々のご尽力の賜と深甚なる感謝と敬意を表する次第で 

ございます。 

　今ここに刊行いたします「合併の記録」は，このような合併に至るまでの背景や経緯をまとめ， 

その足跡を振り返ったものであり，同時に新市の将来のより一層の飛躍を期するための指針とい 

たすべく作成したものであります。 

　今後，この合併を出発点として，市民と行政が渾然一体となって，新市の目指す将来像であり 

ます「人と自然がおりなす活力・安心・協働に満ちた坂東市」の実現に向け，邁進していく決意 

でございます。そして，坂東市の名にふさわしい，関東地方を代表するような雄大で力強い都市 

として，発展し続けるよう，合併効果を遺憾なく発揮してまいりたいと存じますので，今後とも 

市民の皆様方をはじめ，関係各位の皆様の更なるご支援ご協力をお願い申し上げ，ご挨拶といた 

します。 

坂東市長　 石塚　仁太郎 　　 



第１回 岩井市・猿島町合併協議会（平成 １ ６ 年８月 １ ２ 日） 

合併協定調印式（平成 １ ６ 年９月 ２ ７ 日） 



合併協定書に両市町長が署名 

合併協定書 

協定書調印後、立会人の県知事と両市町長が握手 



合併協定締結報告・合併申請式で両市町長が県知事に合併申請書を提出（平成 １ ６ 年 １ ０ 月７日） 

知事から合併市町村幹線道路緊急整備支援事業支援対象道路の指定書を受ける両市町長 

 （平成 １ ６ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日） 



岩井市閉市式典（平成 １ ７ 年３月５日） 

猿島町町制施行 ５ ０ 周年記念式典及び閉町式典（平成 １ ７ 年２月 ２ ７ 日） 



坂東市役所岩井庁舎開庁式（平成 １ ７ 年３月 ２ ２ 日） 

坂東市役所猿島庁舎開庁式（平成 １ ７ 年３月 ２ ２ 日） 
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