
　資　料　８　　１市１町会議経過

�　首長会議
 

－ ２１３ －

内　　　　　容期　　日

〔議事〕
１　総括的事項
　�　新市設置前後の諸スケジュールについて
　�　合併に向けての準備体制について
　�　住民への情報提供について
　�　例規の策定について
２　予算・決算について
　�　新年度暫定予算及び本予算の調製について
　　・予算の編成の全体スケジュール
　　・重点事業・分野（合併効果発揮）について
　　・支援制度活用について
　�　指定金融機関について
３　組織・機構について
４　電算システムについて
５　コミュニティバスについて　
６　合併までに調整する事項（総括一覧）について
７　窓口業務の取扱いについて
８　住所変更に伴う諸手続きについて
９　税金の取扱いについて
１０　保育所の保育料について
１１　給食費について
１２　図書館について
１３　その他

第１回
平成１６年１１月１９日

〔議事〕
１　窓口業務の取扱いについて
２　住所変更に伴う諸手続きについて
３　環境業務の取扱いについて
４　農業委員会の取扱いについて（現況報告）
５　幼稚園について（現況報告）
６　税金の取扱いについて
７　一部事務組合について
８　その他

第２回
平成１６年１２月２１日

〔議事〕
１　組織機構について
２　常勤特別職の報酬の取扱いについて
３　交通防災業務の取扱いについて
４　都市計画・建設事業・市営住宅の取扱いについて
５　上下水道事業等の取扱いについて
６　国保・介護・年金の取扱いについて
７　健康事業の取扱いについて
８　福祉事業の取扱いについて
９　農林水産事業の取扱いについて
１０　商工観光事業の取扱いについて
１１　学校教育事業の取扱いについて
１２　生涯学習事業の取扱いについて
１３　その他

第３回
平成１７年１月２１日



�　助役等会議
 

－ ２１４ －

〔議事〕
１　組織機構について
２　財政支援事業について
３　その他

第４回
平成１７年２月１日

〔議事〕
１　全体スケジュールについて
２　定例会提出議案等項目について
３　組織機構について
４　特別職・一般職の職員の身分の取扱いについて
５　その他

第５回
平成１７年２月１０日

〔議事〕
１　合併日の日程について
２　各庁舎への組織の配置と引越し作業について
３　事務引継について
４　組織機構について
５　その他

第６回
平成１７年２月１７日

〔議事〕
１　職員定数条例について
２　各行政委員会の選考状況について
　　・教育委員会の委員
　　・固定資産評価審査委員会の委員
　　・選挙管理委員会の委員
３　合併日前後の日程（３月１５日現在の情報含）について
４　その他　�合併協議会の廃止について
　　　　　　�その他

第７回
平成１７年３月１５日

内　　　　　容期　　日

〔議事〕
�　総括的事項
　①新市設置前後の諸スケジュールについて
　②合併に向けての準備体制について
　③住民への情報提供について
　④例規の策定について
�　新市の組織・機構について
　①暫定組織の基本的考え方について
　②分庁方式の基本的考え方について
　③総合窓口センターについて
�　予算・決算について
　①合併に係る予算・決算の方法について
　②新年度暫定予算及び本予算の調製について
　　ア　予算の基本的な考え方について
　　イ　重点事業・分野（合併効果発揮）について
　　ウ　予算編成のスケジュールについて
　　エ　支援制度活用について
�　人事について
　　ア　人事調整の基本的な考え方について
　　イ　給与調整の基本的な考え方について
�　具体的な事務調整について
　①合併までに調整する事項（総括一覧）について

第１回
平成１６年１１月２日



 

－ ２１５ －

　②各専門部会所管事項
　　・住民部会
　　・保健福祉部会
　　・産業部会
　　・建設部会
　　・教育部会
　　・総務部会
　　・企画部会
�　その他

〔議事〕
�　具体的な事務調整について
　・住民部会
　　窓口業務の取扱いについて
　　住所表示の変更に伴う手続きについて
　　具体的な事務調整について
　・保健福祉部会
　　国保，介護，年金の取扱いについて
　　具体的な事務調整について
　・産業部会
　　具体的な事務調整について
　・建設部会
　　具体的な事務調整について
　・教育部会
　　具体的な事務調整について
　・総務部会
　　税金の取扱いについて
　　具体的な事務調整について
　・企画部会
　　具体的な事務調整について
�　人事について
�　新市の組織・機構について
�　予算について
�　重点事業・分野（合併効果発揮）について
�　その他

第２回
平成１６年１１月１６日

〔議事〕
�　具体的な事務調整について　　　　　　　　　　　　　　
　・住民部会
　　窓口業務の取扱いについて
　　環境業務の取扱いについて
　　具体的な事務調整について
　・保健福祉部会
　　国保・介護・年金の取扱いについて
　　具体的な事務調整について
　・産業部会
　　農業委員会の取扱いについて
　　具体的な事務調整について
　・建設部会
　　具体的な事務調整について
　・教育部会
　　幼稚園について
　　具体的な事務調整について

第３回
平成１６年１２月１６日



 

－ ２１６ －

　・総務部会
　　具体的な事務調整について
　・企画部会
　　一部事務組合について
　　具体的な事務調整について
�　その他

〔議事〕
�　具体的な事務調整について
　・教育部会
　　幼稚園について
　　文化財保護審議会委員について
　・保健福祉部会
　　国保・介護・年金の取扱いについて
　　具体的な事務調整について
　・建設部会
　　具体的な事務調整について
　・総務部会
　　具体的な事務調整について
�　その他

第４回
平成１６年１２月２８日

〔議事〕
�　具体的な事務調整について
　・総務部会
　　非常勤特別職の報酬の取扱いについて
　　具体的な事務調整について
　・建設部会
　　都市計画・建設事業・市営住宅の取扱いについて
　　上下水道事業等の取扱いについて
　・保健福祉部会
　　健康事業の取扱いについて
　　福祉事業の取扱いについて
　・産業部会
　　農林水産事業の取扱いについて
　　商工観光事業の取扱いについて
　・教育部会
　　学校教育事業の取扱いについて
　　生涯学習事業の取扱いについて
�　その他

第５回
平成１７年１月１４日

〔議事〕
�　定例会提出議案等項目について
�　組織機構について
�　具体的な事務調整について
　・総務部会
　　一般職の職員の身分の取扱いについて
　　特別職の職員の身分の取扱いについて
�　その他

第６回
平成１７年２月３日

〔議事〕
�　全体スケジュールについて
�　合併日の日程等について
�　平成１７年度予算全体及び平成１６・１７年度暫定予算について
�　組織機構について
�　各庁舎への組織の配置と引越し作業について
�　事務引継について

第７回
平成１７年２月１５日



�　幹事・専門部会長等会議
 

－ ２１７ －

〔議事〕
�　合併までのスケジュール等について
　・２２日の日程
　・各行政委員会の開催
　・開庁式　等
�　事務執行等に関する協議事項について
　・庁議
　・課長会議
　・その他の会議
　・事務の委任
　・事務決裁関係
　・その他
�　引越・情報機器の設置日程について
　　情報端末機器の利用方法等について
�　その他

第８回
平成１７年２月２５日

〔議事〕
�　合併当日の日程について
　・教育委員会
　・選挙管理委員会
　・固定資産評価審査委員会
�　辞令交付について
�　引越（詳細）について
�　平成１６年度暫定予算，平成１７年度暫定予算，平成１６年度決算について
�　事務執行等に関する協議事項について
　・職務を代理する職員の順位
　・事務決裁
　・その他

第９回
平成１７年３月４日

内　　　　　容期　　日

〔議事〕
�　事務局の事務分担について
�　新市発足に向けた準備体制について
�　具体的な事務調整について
�　その他の事務事業について
�　その他

第１回
平成１６年１０月２２日

〔議事〕
�　今後の主なスケジュールについて
�　合併までに調整する項目（終了分）について
�　調整方針の一部変更について
�　その他の事務事業について
�　組織機構について
�　一部事務組合について
�　協議会だより第６号について
�　合併特例交付金について
�　その他

第２回
平成１７年１月２５日

〔議事〕
�　合併までに調整する項目（残りの項目）について
�　調整結果の一部変更について
�　例規一覧について

第３回
平成１７年２月１８日



�　合併協議会幹事会

�　部課長等会議
 

－ ２１８ －

�　組織機構について
�　合併前後のスケジュールについて
�　協議会だより・ガイドブックについて
�　各庁舎への組織の配置と引越し作業について
�　事務引継について
�　その他

〔議事〕
�　第４回岩井市・猿島町合併協議会への報告内容等について
�　その他

第４回
平成１７年３月１日

内　　　　　容期　　日

〔内容〕
�　協議内容等について
　�　報告事項
　　報告第１号　岩井市・猿島町合併協議会規約
　　報告第２号　岩井市・猿島町合併協議会規約等に関する協議書
　　報告第３号　岩井市・猿島町合併協議会幹事会設置規程
　　報告第４号　岩井市・猿島町合併協議会専門部会設置規程
　　報告第５号　岩井市・猿島町合併協議会分科会設置規程
　　報告第６号　岩井市・猿島町合併協議会事務局規程
　　報告第７号　岩井市・猿島町合併協議会財務規程
　　報告第８号　岩井市・猿島町合併協議会委員等の報酬及び費用弁償に関する規程　
　�　協議事項
　　協議第１号　岩井市・猿島町合併協議会会議運営規程（案）
　　協議第２号　岩井市・猿島町合併協議会会議傍聴規程（案）
　　協議第３号　岩井市・猿島町合併協議会会議録等閲覧規程（案）
　　協議第４号　岩井市・猿島町合併協議会小委員会設置規程（案）　
　　議案第１号　平成１６年度岩井市・猿島町合併協議会事業計画（案）
　　議案第２号　平成１６年度岩井市・猿島町合併協議会予算（案）
　　協議第５号　協議検討項目（協定項目）について（案）
　　協議第６号　行政制度等の調整基本方針について（案）
　　協議第７号　新市建設計画策定方針について（案）
　　協議第８号　合併の方式について（案）
　　協議第９号　合併の期日について（案）
　　協議第１０号　新市の名称について（案）
　　協議第１１号　新市の事務所の位置について（案）

第１回
平成１６年８月９日

〔内容〕
�　協議内容等について
　　協議第１２号　行政制度等の調整方針案について　
　　協議第１３号　坂東市建設計画（案）について　
�　その他

第２回
平成１６年８月２５日

内　　　　　容期　　日

〔内容〕
�　合併までのスケジュールについて
�　合併当日の日程について
�　例規について（議会・専決事項関係，行政委員会の手続き）

第１回
平成１７年２月２３日



�　専門部会委員会議

�　首長・議長６者協議（１市２町）

 

－ ２１９ －

�　組織機構について（組織，定数，事務分掌，庁舎レイアウト）
�　人事について（内示時期）
�　引越について
�　事務引継について
�　その他

〔内容〕
�　合併当日の日程について
�　辞令交付について
�　引越の手順について
�　情報機器等の設置日程及び情報端末機器の利用方法等について
�　服務，庶務，事務執行等について
�　平成１６年度暫定予算，平成１７年度暫定予算，平成１６年度決算について
�　開庁式について
�　その他

第２回
平成１７年３月７日

内　　　　　容期　　日

〔議事〕
�　新市設置前後の諸スケジュールについて
�　住民への情報提供について
�　その他

第１回
平成１６年１１月２５日

内　　　　　容期　　日

〔協議内容〕
１　新市の事務所の位置について
　�　条例上の事務所の位置
　�　各庁舎に配置する部門
　�　新庁舎の建設位置

第１回
平成１６年１月１９日
第２回
平成１６年２月５日
第３回
平成１６年２月１２日
第４回
平成１６年２月２６日
第５回
平成１６年３月１１日
第６回
平成１６年３月１６日
第７回
平成１６年３月２５日
第８回
平成１６年３月２８日
第９回
平成１６年４月９日
第１０回
平成１６年４月１８日
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