報告第 1 号

長岡地域合併協議会設置までの経緯について

長岡地域合併協議会設置までの経緯について、別紙のとおり報告する。
平成１６年２月２７日提出
長岡地域合併協議会
会長
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長岡地域合併協議会設置までの経緯
平成13年８月14日
12月５日
平成14年２月６日

長岡地域広域行政組合が、「長岡圏域構成市町村行財政現況調査」を策定
長岡地域市町村合併研究会 第１回首長会議（会場：長岡市役所）
長岡地域市町村合併研究会 第２回首長会議（会場：中之島町町民文化ｾﾝﾀｰ）

４月25日

長岡地域市町村合併研究会 第３回首長会議（会場：越路町もみじ園）

６月４日

８市町村議会議長会

６月24日

長岡地域市町村合併研究会 第４回首長会議（会場：山古志村村民会館）

７月26日

市町村合併に関する情報交換会 （議会）（会場：長岡市役所）

７月31日

８市町村議会議員研修会、情報交換会（会場：長岡ベルナール）

８月27日

８市町村議会合併連絡会 設置

８月28日

長岡地域市町村合併研究会 第５回首長会議（会場：おぐに産業会館）

10月25日

長岡地域市町村合併研究会 第６回首長会議（会場：三島町役場）

11月７日

長岡地域任意合併協議会設立準備 部課長会議（会場：長岡市役所）

11月20日

任意合併協議会設置についての市町村長間の合意
長岡地域市町村合併研究会 解散

平成15年１月１日
１月14日

長岡地域任意合併協議会 設置
第１回長岡地域任意合併協議会（会場：ホテルニューオータニ長岡）
報告
(1) 任意合併協議会設立までの経緯及び長岡地域市町村合併研究
会報告の概要について
(2) 長岡地域任意合併協議会規約について
議題
(1) 役員等の選出について
(2) 各種規程（案）について
(3) 事業計画（案）について
(4) 予算（案）について
(5) 協議項目及び協議期間（案）について

１月24日

長岡地域任意合併協議会

２月13日

第２回長岡地域任意合併協議会（会場：ホテルニューオータニ長岡）
報告
(1)
(2)
(3)
議題
(1)
(2)
(3)
(4)

第１回幹事会（会場：長岡市役所）

出納監査２名の指名について
幹事会の幹事長及び副幹事長について
電算化状況調査の委託について
｢合併に関する基本的な事項｣の協議内容及び協議順について
｢新市将来構想等｣の策定方法について
｢各種事務事業の取扱い｣に関する調整案作成方法について
任意協議会委員の先進地視察について

２月26日

長岡地域任意合併協議会

先進地視察（前橋広域市町村任意合併協議会）

２月28日

長岡地域任意合併協議会

第２回幹事会（会場：長岡市役所）

３月11日

第１回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

３月13日

第３回長岡地域任意合併協議会（会場：長岡グランドホテル）
報告
(1)
(2)

協議会委員及び幹事の変更について
先進地視察について
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(3)
議題
(1)

第1回新市将来構想小委員会について

｢合併に関する基本的な事項｣について
① 「合併の方式」
② 「合併の期日」
③ 「新市の名称」
④ 「新市の事務所の位置」
(2) ｢各種事務事業の取扱い｣について

３月24日

長岡地域任意合併協議会

第３回幹事会（会場：長岡市役所）

４月８日

第２回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

４月11日

第４回長岡地域任意合併協議会（会場：長岡グランドホテル）
報告
(1) 協議会委員及び幹事の変更について
(2) 第２回新市将来構想小委員会について
(3) 電算化状況調査実施状況について
議題
(1） ｢合併に関する基本的な事項｣について
⑥ 「議会の議員の定数及び任期の取扱い」
⑦ 「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」
⑧ 「地方税の取扱い」
⑩ 「一般職の職員の身分の取扱い」
⑫ 「地域審議会の取扱い」 ⑭ 「一部事務組合等の取扱い」
⑰ 「町名・字名の取扱い」
(2) ｢各種事務事業の取扱い｣について
(3) 平成15年度長岡地域任意合併協議会事業計画(案)について
(4) 平成15年度長岡地域任意合併協議会予算(案)について

５月７日

長岡地域任意合併協議会

５月16日

第３回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

５月20日

第５回長岡地域任意合併協議会（会場：ホテルニューオータニ長岡）
報告
(1)
(2)
議題
(1)

第４回幹事会（会場：長岡市役所）

協議会委員等の変更について
第３回新市将来構想小委員会について

｢合併に関する基本的な事項｣について
⑤ 「財産の取扱い」
⑨ 「特別職の身分の取扱い」
⑪ 「組織機構及び支所の取扱い」⑬ 「条例・規則等の取扱い」
⑮ 「使用料・手数料等の取扱い」⑯ 「公共的団体等の取扱い」
⑱ 「各種団体への補助金・交付金の取扱い」
⑲ 「慣行の取扱い」
(2) 地域自治組織について

５月29日

長岡地域任意合併協議会

５月30日

第４回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

６月９日

第６回長岡地域任意合併協議会（会場：長岡グランドホテル）
報告
(1)
(2)
議題
(1)
(2)
(3)

第５回幹事会（会場：長岡市役所）

協議会委員等の変更について
第４回新市将来構想小委員会について
平成１４年度長岡地域任意合併協議会決算について
地域自治について
｢合併に関する基本的な事項｣について
① 「合併の方式」
③ 「新市の名称」
その他
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６月11日

第５回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

６月19日

長岡地域任意合併協議会

６月25日

第６回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

７月４日

長岡地域任意合併協議会

７月15日

第７回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

７月18日

第７回長岡地域任意合併協議会（会場：パストラル長岡）
報告
(1)
(2)
議題
(1)

第６回幹事会（会場：長岡市役所）
第７回幹事会（会場：長岡市役所）

新市将来構想について
地域自治について
｢合併に関する基本的な事項｣について
⑥ 「議会の議員の定数及び任期の取扱い」

７月28日

第８回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

８月４日

地域自治研究会（会場：長岡市役所）
長岡地域市町村合併講演会（会場：長岡市役所）

８月８日

第９回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

８月20日

地域自治研究会（会場：長岡市役所）

８月26日

長岡地域任意合併協議会

第８回幹事会（会場：長岡市役所）

第10回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）
８月29日

第11回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

９月３日

第８回長岡地域任意合併協議会（会場：ホテルニューオータニ長岡）
報告
(1)
(2)
(3)
議題

協議会委員等の変更について
新市将来構想について
地域自治について

(1)「各種事務事業の取扱い」について
９月24日

地域自治研究会（会場：長岡市役所）

９月25日

第12回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

９月29日

長岡地域任意合併協議会

10月１日

第13回新市将来構想策定小委員会（会場：長岡市役所）

10月７日

第９回長岡地域任意合併協議会（会場：長岡グランドホテル）

第９回幹事会（会場：長岡市役所）

報告
(1)
議題
(1)
(2)
(3)

財政試算ついて
新市将来構想について
地域自治について
「合併に関する基本的な事項」について

11月11日

見附市が住民アンケートの結果を受け自立の道を選択

12月１日

７市町村長会議（会場：長岡市役所）
長岡市、栃尾市、中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町の７市町村
で法定協を設置して協議していくことを確認。

12月８日

第10回長岡地域任意合併協議会（会場：パストラル長岡）
報告
(1)
(2)

協議会委員の変更について
協議会報告書の変更について
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(3)

法定合併協議会の設置について

※ 見附市が正式に合併協議会を脱会
※ ７市町村で法定合併協議会設置を確認
12月10日

小国町議会

７市町村による法定合併協議会設置を可決

12月19日

長岡市議会

７市町村による法定合併協議会設置を可決

中之島町議会

７市町村による法定合併協議会設置を可決

12月22日

三島町議会

７市町村による法定合併協議会設置を可決

12月26日

山古志村議会

７市町村による法定合併協議会設置を可決

栃尾市議会

７市町村による法定合併協議会設置を否決

平成16年１月21日
１月23日

市町村長会議（会場：長岡市役所）
長岡市、中之島町、越路町、三島町、山古志村、小国町の６市町村で法定協
を設置して協議していくことを確認。

１月28日

第11回長岡地域任意合併協議会（会場：長岡市役所）
報告
栃尾市離脱に伴う影響について
・ 長岡地域新市将来構想の変更
・ 協議会報告書の変更
※ 栃尾市が正式に合併協議会を脱会
※ ６市町村で法定合併協議会設置を確認

１月30日

越路町議会

６市町村による法定合併協議会設置を可決

２月９日

長岡市議会

６市町村による法定合併協議会設置を可決

２月12日

三島町議会

６市町村による法定合併協議会設置を可決

山古志村議会

６市町村による法定合併協議会設置を可決

２月17日

中之島町議会

６市町村による法定合併協議会設置を可決

２月23日

小国町議会

６市町村による法定合併協議会設置を可決

長岡地域任意合併協議会 解散
２月24日

６市町村長会議（会場：長岡グランドホテル）
（長岡地域合併協議会設置に関する協議及び規約に関する協議）
長岡地域合併協議会設置調印式（会場：長岡グランドホテル）
長岡地域合併協議会を設置（告示）

２月25日

県知事に長岡地域合併協議会の設置を届け出
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