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議案第１６号 

 

 

組織機構及び支所の取扱いについて 

 

 

組織機構及び支所の取扱いについて、次のとおり提案する。 

 

平成１６年１２月１５日提出 

 

長岡市・和島村合併協議会 

会長  森  民 夫 

 
 
組織機構及び支所の取扱い 
 

１ 現在の長岡市役所を本庁とし、和島村役場をその行政区域を所管す

る支所とする。 

２ 新市の組織機構の整備については、次の事項を基本として整備する。 

(1) 住民サービスの低下をきたさないこと。 

(2) 既存庁舎等を活用すること。 

(3) 合併のメリットを発揮できること。 

(4) 新しい時代に適切･弾力的･効率的に対応できる柔軟なものであ

ること。 

(5) 住民の声を的確に反映すること。 

(6) 住民が利用しやすく、分かりやすいこと。 

(7) 指揮命令系統、責任の所在が明確であること。 

(8) 地域の特性を生かし、地域振興に対応できること。 

３ 組織機構は、段階的に再編、見直しを行うものとする。 

４ 各行政委員会の取扱いは、各関係法令に基づき整備する。 

５ 附属機関等は、原則として合併時に統合するものとする。 
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議案第１６号参考資料

１長岡市及び和島村に共通する附属機関等 ＜参考＞

長岡市 和島村 三島町 山古志村 小国町

長岡市特別職報酬等審議
会

和島村特別職報酬等審議
会

三島町特別職報酬等審議
会

山古志村特別職報酬等審
議会

小国町特別職報酬等審議
会

長岡市行財政改善推進市
民委員会

和島村行政改革推進委員
会

三島町行政改革推進委員
会

山古志村行政改革推進委
員会

小国町行政改革推進委員
会

長岡市情報公開・個人情
報保護審査会

和島村情報公開等審査会
三島町情報公開・個人情
報保護制度審査会

山古志村情報公開・個人
情報保護審査会

小国町情報公開・個人情
報保護審査会

長岡市防災会議 和島村防災会議 三島町防災会議 山古志村防災会議 小国町防災会議

長岡市交通安全対策会議
和島村交通安全対策協議
会

三島町交通安全対策協議
会

長岡市民生委員推薦会 和島村民生委員推薦会 三島町民生委員推薦会 山古志村民生委員推薦会 小国町民生委員推薦委員

長岡市・山古志村介護認
定審査会

三島郡介護認定審査会 三島郡介護認定審査会
長岡市・山古志村介護認
定審査会

柏崎市刈羽郡介護認定審
査会

ながおかヘルシープラン
２１推進委員会

和島村健康づくり推進協
議会

三島町健康づくり推進協
議会

小国町健康づくり推進協
議会

長岡市予防接種健康被害
調査委員会

三島郡予防接種健康被害
調査委員会

三島郡予防接種健康被害
調査委員会

山古志村予防接種健康被
害調査委員会

柏崎刈羽予防接種健康被
害調査委員会

長岡市国民健康保険運営
協議会

和島村国民健康保険運営
協議会

三島町国民健康保険運営
協議会

山古志村国民健康保険運
営協議会

小国町国民健康保険運営
協議会

長岡市心身障害児就学指
導委員会

和島村心身障害児就学指
導委員会

三島町就学指導委員会
山古志村心身障害児童生
徒適正就学指導委員会

小国町心身障害児童生徒
等就学指導委員会

長岡市社会教育委員 和島村社会教育委員 三島町社会教育委員 山古志村社会教育委員 小国町社会教育委員

長岡市青少年問題協議会 和島村青少年問題協議会 三島町青少年問題協議会
山古志村青少年問題協議
会

小国町いじめ等対策委員
会

長岡市公民館運営審議会 和島村公民館運営審議会 三島町公民館運営審議会
山古志村公民館運営審議
会

小国町公民館運営審議会

長岡市文化財調査審議会 和島村文化財調査審議会 三島町文化財保護審議会
山古志村文化財保護委員
会

小国町文化財保護審議会

長岡市小作料協議会 和島村標準小作料協議会 三島町小作料協議会 小国町小作料会議

中之島町民生委員推薦会

中之島町健康づくり推進
協議会

見附市・南蒲原郡予防接
種健康被害調査委員会

中之島町国民健康保険運
営協議会

見附市・中之島町・栄町及
び下田村介護認定審査会

長岡市及び和島村における附属機関等の設置状況

中之島町

中之島町特別職報酬等審
議会

中之島町行政改革推進委
員会

越路町

越路町特別職報酬等審議
会

中之島町情報審査会

中之島町防災会議

中之島町交通安全対策協
議会

中之島町心身障害児就学
指導委員会

中之島町文化財調査審議
会

中之島町標準小作料設定
協議会

中之島町青少年問題協議
会

中之島町公民館運営審議
会

越路町公民館運営審議会

越路町情報公開・個人情
報保護審査会

越路町防災会議

越路町民生委員推薦会

越路町心身障害児童生徒
就学指導委員会

越路町社会教育委員

三島郡介護認定審査会

越路町町民健康づくり推
進協議会

三島郡予防接種健康被害
調査委員会

越路町国民健康保険運営
協議会

中之島町社会教育委員

越路町文化財調査専門委
員会

越路町小作料協議会

越路町青少年問題協議会
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２長岡市又は和島村に固有の附属機関等

長岡市非常勤職員公務災
害補償認定委員会

長岡市非常勤職員公務災
害補償審査会

和島村農村情報連絡施設
運営委員会

和島村コミュニティ対策
推進協議会

長岡市表彰審査会
長岡戦災資料館企画運営
検討委員会

和島村総合開発審議会
和島村良寛の里運営審議
会

長岡市障害者施策推進協
議会

長岡市高齢者保健福祉推
進会議

和島村介護保険運営委員
会

和島村地域ケア会議

長岡市予防衛生専門委員 長岡市環境審議会
和島村農業経営・生産対
策推進会議

和島村農業経営特別融資
制度推進会議

長岡市地域産業技術開発
事業補助金審査委員会

長岡市農政振興協議会
和島村立小学校施設整備
審議会

和島村立小中学校学校評
議員

長岡市都市計画審議会 長岡市都市景観審議会
和島村八幡林官衙史跡整
備計画策定委員会

長岡市建築審査会
長岡市建築紛争調整委員
会

長岡市悠久山公園整備協
議会

長岡市花いっぱいフェア
開催協議会

長岡の人材教育連絡会議 長岡市生涯学習推進会議

長岡市図書館協議会
長岡市馬高・三十稲場遺
跡保存整備専門委員会

長岡市住宅対策委員会

長岡市外郭団体等経営改
善委員会

長岡市男女共同参画社会
づくり推進懇談会

長岡市高齢者センターＰ
ＦＩ事業運営協議会

長岡市廃棄物減量等推進
審議会

長岡市水田農業推進協議
会

長岡市雪みち計画推進協
議会

長岡市スポーツ振興審議
会

長岡市歴史的建造物保存
検討委員会

長岡市中心市街地活性化
基本計画推進協議会

長岡市教育センター運営
委員会

長岡市少年センター運営
協議会

老人介護支援センター運
営協議会

長岡市地下水対策協議会

長岡市特別栽培農産物認
証委員会

長岡シビックコア地区整
備計画策定協議会

和島村

長岡操車場地区公園（仮
称）基本計画策定検討委
員会

長岡市公立学校通学区域
審議会

ながおか市民センター市
民委員会

長岡市

長岡市情報公開・個人情
報保護審議会
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