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は じ め に 

 

 

平成17年 11月 1日、伊勢市、二見町、小俣町、御薗村の4市町村の合併が実現

し、新たな「伊勢市」が誕生しました。 

 平成 14 年 8月の伊勢市・二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会設立から始ま

り、平成 16 年 3 月には伊勢地区協議会（法定協議会）を設立し、3 年 3 ヶ月の協

議を経て合併に至るまでに市民の皆さまをはじめ、ご尽力いただきました関係各位

に対し、心より深く感謝申し上げます。 

 少子高齢化社会・地方分権時代の到来とともに、厳しい財政状況など、新市は様々

な課題に直面しています。こうした中、新「伊勢市」は、市民自治の推進に取り組

み、行財政の合理化・簡素化をすることで、市民の暮らしを守り育てる必要があり

ます。 

 新市のまちづくりにあたっては、この地域が有する歴史・文化を共通の財産とし

て、新たに生まれ変わり続けることで、光り輝く地域の価値が常に生み出されてい

くような元気なまちを目指し、新市一体となって努力してまいりたいと思います。 

 最後になりましたが、この合併をあたたかく見守ってくださった市民の皆さまに

あらためて感謝申し上げますとともに、今後とも新たに誕生した「伊勢市」の限り

ない飛躍と発展のため、皆さまのなお一層のご支援、ご協力を賜りますよう心より

お願い申し上げます。 

 

 

 

平成１８年 ９月   

 

伊勢市長  森 下 隆 生 
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合併の概要 

1.新市のすがた 

 (1) 位置・地勢 

   新市は、三重県の中東部、伊勢平野の南端部に位置し、北部は伊勢湾に面し

ています。中央には県内 大級の河川である宮川や五十鈴川、勢田川が伊勢湾

へと流れ込み、東部から南部にかけては標高 500ｍ前後の朝熊ヶ岳、神路山、

前山、鷲嶺山が連なり、西にはなだらかな大仏山丘陵が広がっています。 

   気候は比較的温暖で、南海型に属しています。平成１７年の統計によると、

年平均気温は 15.9℃、各季節とも気温の日格差は小さくなっています。年間

降水量は1,090㎜あり、７月が も多く、冬季の雨量は少ないといえます。風

向きは、７月から９月にかけては南風が、その他の月は北西の風が多くなりま

す。 

また、行政区域としては、鳥羽市及び平成16年10月1日に誕生した志摩市、

度会郡、多気郡の２市２郡と隣接します。 

 

 (2) 人口・面積 

新市は、東西 17.2km、南北 20.1km で、面積は 208.5 km
2
に及びます。そ

の面積の半分以上、110.4 km
2
を東南部の森林が占め、総面積から林野面積

と主要湖沼面積を引いた可住地面積は 98.0 km
2
で、総面積の 47％となって

います。新市の住民の生活圏や市街地は主に北部地域の平野部にコンパクト

にまとまっている状況で、限られた土地の有効利用を図ることが必要となっ

ています。 

また、平成17年国勢調査速報値（推計）の人口は134,980人で、昭和60

年をピークに減少しています。これに対し、世帯数は増加しているものの、

一世帯当たりの人員は減っていることから、核家族化が進んでいるといえま

す。さらに、年齢別人口では、年少人口、生産年齢人口ともに県平均より低

い一方、老年人口は県平均より高いことから、高齢化の進行がうかがえます。 

 

 

◆新市の人口、面積 

市町村名 H１７国勢調査速報値 面積（ｋ㎡） 

旧伊勢市 97,781 178.97

旧二見町 9,093 11.94

旧小俣町 18,991 11.56

旧御薗村 9,115 6.05

新「伊勢市」 134,980 208.52
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◆市役所の位置 

位 置  （伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号） 

北 緯   34°29′18″ 

東 経   136°42′36″ 
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（3）旧市町村の沿革 

  ◇旧伊勢市 

    明治 22 年の町村制施行により宇治と山田を合わせて「宇治山田町」が誕

生。明治39年９月１日には「宇治山田市」と改称しました。 

    その後、昭和16年５月５日に度会郡神社町、昭和 18年 12月１日に度会

郡大湊町、宮本村及び浜郷村、昭和30年１月１日に度会郡豊浜村、北浜村、

城田村及び四郷村を合併し、広く農山漁村地域を編入するとともに、中央部

の市街化が進み、近代都市としての形態を整えていきます。そして、同年１

月１日に「伊勢市」に改称しました。 

    さらに、昭和30年４月１日に度会郡沼木村を合併、昭和32年４月１日に

は度会郡玉城町粟野地区を編入し、現在に至っています。 

  ◇旧二見町 

    明治 22年の町村制施行により、松下村、江村、三津村の３か村による「東

二見村」が、山田原村、溝口村、荘村、西村、今一色村の５か村による「西

二見村」が誕生しました。そして、明治 41 年５月１日に東二見村と西二見

村が合併して「二見町」となり、現在に至っています。 

  ◇旧小俣町 

    明治 22年の町村制施行により「小俣村」が誕生。昭和３年11月３日には

町制を施行し「小俣町」となりました。その後、昭和30年４月10日に有田

村湯田、同新村及び同伊倉の一部を編入し、また、昭和32年１月15日に斎

明村明星との境界変更を経て、現在に至っています。 

  ◇旧御薗村 

明治 22 年の町村制施行により、高向、長屋、王中島、新開、上條、小林

の６つの村が一つとなって「御薗村」が誕生し、現在に至っています。 
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2 合併までの経過 

   平成 13 年 12 月、伊勢市長が伊勢志摩地区広域市町村圏協議会 14市町村に

対して合併協議の場の設立と参画を要請し、平成14年３月23日には、既に合

併協議を進めていた志摩郡４町（浜島町・大王町・志摩町・阿児町）を除いた

伊勢広域環境組合構成７市町村（伊勢市・明和町・玉城町・二見町・小俣町・

御薗村・度会町）及び鳥羽市、度会郡南勢町、南島町、志摩郡磯部町の 11 市

町村で、市町村合併に関する初協議を開始しました。 

   その後、協議・調整を重ねたものの、意見の一致を見ることができず、平成

14年８月16日には、伊勢市、度会郡二見町、小俣町、御薗村の４市町村で「伊

勢市・二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会」を設立し、同年８月 21 日に

は、三重県の「合併重点支援地域」の指定を受けて合併協議がスタートしまし

た。 

   以降、任意合併協議会の開催は 17 回を数え、18件の議案審議、1,757 項目

に上る合併協定項目の調整作業と新市将来構想の策定を終えました。一時、小

俣町議会の否決による中断はあったものの、平成16年２月25日には４市町村

の臨時議会で法定合併協議会規約案を議決。同年３月１日に「伊勢地区合併協

議会」を設立しました。 

   13回の協議会を開催して合併協定項目の調整、新市建設計画の作成を終え、

平成 16年 12 月 27 日には合併協定書に調印。また、各市町村においては、住

民説明会を開催するなど、それぞれに住民合意を得ながら、平成17年１月18

日、４市町村の臨時議会での合併関連議案の議決を経て合併協議を終了しまし

た。 

   平成 17 年 2月 2日には、廃置分合（合併）申請を県知事に行い、三重県議

会での議決を経て、平成17年 4月 28日総務省告示がなされました。 

   その後、組織・機構・給与・人事プロジェクトや電算システム統合など合併

に向けた準備を進めながら第 20 回目の合併協議会を経て、平成 17 年 11 月 1

日新「伊勢市」が誕生しました。 
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3 市町村合併の歩み 

 

14.3.23 市町村合併に関する初協議 於：三重厚生年金休暇センター「鳳凰」 

      ・伊勢広域環境組合構成市町村  

        伊勢市、玉城町、二見町、小俣町、御薗村、度会町、明和町 

      ・上記以外の市町 

        鳥羽市、南勢町、南島町、磯部町 

  5.30 (仮称)伊勢地区市町村任意合併協議会設立準備会 

      ・「生活・経済圏、歴史・文化圏を同じくし、広域的事務を共同処理する「伊勢広域環

境組合」構成6市町村（伊勢市・玉城町・二見町・小俣町・御薗村・度会町）での

合併議論が自然であり、6市町村の枠組みでスタートすることができた。」というこ

とで、6市町村での合併を目標に努力 

7.11 各首長調整協議 

     ・伊勢市長、二見町長、小俣町長、御薗村長、度会町長 

      随行 伊勢市助役、各市町村課長等 

      ※玉城町の動向を受け、前進する一つのプロセスとして「6市町村での枠組みは白紙

に戻し、市町村へ持ち帰り協議の上、早い時期に結論を見出し、次なる段階へ進む。」

ことを確認。 

  7.16 4市町村長合同記者会見 

      ・4団体（伊勢市、二見町、小俣町、御薗村）での任意合併協議会設立で合意 

8.9 第 1回助役会議 於：伊勢市役所 

     協議内容 

      ・スケジュール（設立総会、規約、事務所開き） ・協議会開催予定 

      ・合併重点支援地域（総会時要望協議）    ・職員派遣（人選25日） 

      ・協議会委員及び役員（監査は会長市町村の監査委員） 

      ・市町村負担金の9月議会対応        ・事務所の位置（サンアリーナ） 

  8.16 伊勢市・二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会設立総会 

      議 事                    於：ウエルサンピア伊勢 

       ・協議会規約の制定 

       ・役員選出（会長：伊勢市長、副会長：二見町長、小俣町長、御薗村長） 

       ・平成14年度事業計画、予算 

       ・合併重点支援地域の指定要望 

  8.16  合併重点支援地域指定要望書提出 提出先：南勢志摩県民局 

  8.21 合併重点支援地域指定 平成14年 8月 21日付け 地振第05－40号 

      「伊勢市・二見町・小俣町・御薗村」 

8.22 第 2回助役会議 

      ・任意合併協議会事務局の開設準備 

      ・今後スケジュール、助役会議の位置付け、行政評価など 
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14.8.28 第 1回幹事会  

      ・幹事会規程、専門部会規程、分科会規程、事務局規程協議 

      ・専門部会、分科会委員選出依頼 

      ・幹事長、副幹事長互選 

      ・開設セレモニー、第2回協議会進行協議 

      ・協議会年間スケジュール調整 

9.2 「伊勢市・二見町・小俣町･御薗村任意合併協議会」事務所開設 

          午前9時30分 於：県営サンアリーナ２階 第５会議室 

      ・協議会看板設置   ・辞令交付式   ・会長訓示 

9.2  第 2回協議会 午前10時 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

      ・報告事項（4市町村の現状、合併重点支援地域、規程の制定） 

・ 協議事項（今後のスケジュール、度会町･南勢町問題、行政評価） 

9.26  第 2回幹事会 

      ◇協議会提出案件 

        補正予算、事務事業一元化方針、合併方式、合併期日、新市名称、 

        事務所の位置、将来構想策定方針 

      ◇協議会報告案件 

        合併協議会だより、ホームページ、事務事業現況調査、行政評価・意識調査、委

託業者選定委員会設置要綱 

      ◇その他 

        負担金支払依頼、専門部会・分科会委員確認及び運営、第３回協議会広報 

  10.1 第 3回助役会議 

      ・協議会提出案件 

        補正予算、事務事業一元化方針、合併方式、合併期日、新市名称、 

        事務所の位置、将来構想策定方針(新市まちづくり委員会・まちづくり隊) 

      ・協議会報告案件 

        委託業者選定委員会設置、行政評価・意識調査、事務事業現況調査、 

        合併協議会だより、ホームページ開設 

      ・その他 

        協議会シナリオ、市町村広報(協議会)のあり方、継続審議の取扱 

10.3 第 3回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

      ◇合意、確認事項 

        平成14年度補正予算（第1号） 

        事務事業一元化調整方針 

        合併の方式：新設合併を基本に協議を進める。 

        合併の期日：合併特例法の失効期限内を目途に取組む。 

        新市将来構想策定方針（新市まちづくり委員会・新市まちづくり隊） 

 

 6



      ◇継続協議 

        新市の名称：住民の意見を聞きながら、協議会で引き続き検討し、全国に誇れる

名称となるよう努める。 

        事務所の位置：当分の間、新庁舎は建設せず、総合支所方式・分庁方式を検討、

住民の幸せ、先憂後楽を基本に引き続き慎重に協議する。 

     ◇報告事項 

       委託業者選定委員会の設置、行政評価・意識調査、事務事業現況調査の進捗、 

       合併協議会だよりの発行、ホームページの開設 

      ◇その他 

        玉城、度会、南勢問題について、第 2 回協議会に引き続き提起されたが、4 市町

村での事務事業一元化が優先と継続審議 

14.10. 7 第 1回 委託業者選定委員会 

       ※伊勢市・二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会委託業者選定委員会設置要綱（平

成14年 10月 3日施行） 

      ・新市将来構想策定支援事業    ・「行政評価」業務 

      ・「住民意識調査」業務           ・新市まちづくり委員会委員推薦依頼 

10.22 第 3回幹事会 

       ◇第4回協議会提出案件 

        ・財産の取扱い       ・議会の議員の身分 

        ・農業委員会委員の身分   ・地方税の取扱い 

        ・特別職の身分       ・条例、規則等の取扱い 

       ◇第4回協議会報告案件 

        ・将来構想策定業務     ・行政評価及び住民意識調査業務 

        ・新市例規策定支援業務   ・自動車の使用 

       ◇その他 

        ・首長協議（非公式）    ・先進地視察 

        ・専門部会等スケジュール  ・法定協議会移行審議 

  10.22 第 2回 委託業者選定委員会 

       ・新市将来構想策定支援業務企画提案審査 

       ・行政評価及び住民意識調査打合結果報告 

       ・住民意識調査サンプル抽出依頼 

  10.25(10.1～) 新市まちづくり隊募集 

       応募人員 193人 

         （伊勢市30人・二見町34人・小俣町55人・御薗村69人・その他5人） 

  10.30 第 4回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

       ◇合意、確認事項（財産の取扱、農業委員会の身分、地方税の取扱、 

             特別職の身分、条例・規則の取扱） 

       ◇継続協議（議員の身分） 
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       ◇報告事項（新市将来構想策定支援業務、行政評価・住民意識調査業務、 

             新市例規策定支援業務、自動車の使用） 

14.11.7・8 専門部会説明会 

       7日 総務・企画分野  8日 産業・建設分野 民生・福祉・教育分野 

  11.18  新市まちづくり委員会 設立 

      ・委嘱状交付式 

      ・オリエンテーション 

      ・役員選出 委員長 櫻井治男(皇學館大学)、副委員長 大西勝洋(御薗村) 

      ・確認事項 

        公開開催、要点筆記、議事録公表(ホームページ) 

      ・今後の日程 

        第 3回 12／5 13：30～15：30 第 4回 12／16 13：30～16：00 

  11.19 第 4回幹事会 

      ◇第５回協議会提出案件 

       ・一般職員の身分    ・一部事務組合等  ・公共的団体等 

       ・町、字の区域及び名称 ・慣行       ・国民健康保険事業 

      ◇第５回協議会報告案件 

       ・将来構想策定業務(新市まちづくり委員会、まちづくり隊、タウンウォッチング) 

       ・住民意識調査業務 

      ◇その他 

       ・新市名称、位置検討チーム設置   ・伊勢市特別委員会報告概要 

       ・視察資料作成、職員周知      ・ｉTV新春特別番組 

       ・新年度予算対応(法定協移行問題)  ・電算システム一元化準備作業 

       ・専門部会合同研修         ・住民説明会スケジュール 

       ・各種計画の進行(有効性、持続性)  ・情報周知(職員) 

       ・幹事会等の公開          ・次期幹事会12／18 16：00～ 

  11.24 タウンウォッチング・まちづくり講演会 開催 

      ◇タウンウォッチング9：30～17：00 31人 

        降車場所 河崎まちなみ・ハートプラザみその・大仏山公園・ 

             伊勢広域環境組合・民話の駅「蘇民」 

      ◇まちづくり講演会15：00～16：45 49人 

        演 題 「地方分権、市町村合併とまちづくり計画」 

        講 師 四日市大学総合政策学部教授 岩崎 恭典 

11.25 第 5回協議会  於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

       ◇合意、確認事項（一般職員の身分、公共的団体等、慣行、国民健康保険事業） 

       ◇継続協議（一部事務組合等、町及び字） 

       ◇報告事項（新市将来構想策定業務、住民意識調査） 

          ※終了後首長協議 ｉTV新春特別番組「市町村合併～４市町村に聞く～」 
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14.12.5 第 3回まちづくり委員会 

      ◇タウンウォッチングを振り返って 

      各住民は、行政区域の意識なく施設を利用し、生活している。また、地域文化 

      は行政界に関わりなく根付いている。（課題：南北問題） 

        講演会は、合併の意義を認識する上で参考となった。 

      ◇4市町村の合併意義について確認 

       合併ありきではなく、生活者自身の問題、世の中の流れとして、具体的な分権とし

て捉える。また、行政区域を越えた将来的な課題も考えるべき。 

       住民の合併理解は委員会にも責任 

      ◇新市まちづくりビジョン提言書の骨格 

        ①新市の性格 

        ②４市町村の核（周辺との連携のなかでの、実生活・ﾛｰｶﾙ部分での核） 

        ③広域の中での土地利用 

        ④産業振興（内なる観光、内なるバイタリティーな発言） 

        ⑤社会資源(社会福祉資源、人・施設含む)の活用の仕組み 

      ◇その他 

       ・まちづくりフォーラム開催 主催：新市まちづくり委員会 

         平成15年 1月22日(水)19：00～21：00 ハートプラザみその 

       ・第4回まちづくり委員会 12月 16日(月)13：30～15：30 

       ・資料要求(高畑委員) 財政状況、公共施設グラフ化 

12.16 第 4回まちづくり委員会 

      ・第3回委員会(12／25)議事録承認 

      ・４市町村現況グラフ化資料説明 

      ・新市まちづくり隊レポート提出状況報告 

      ・提言書の構成 

        事務局提案で進みながら加除可能とする。また、委員会の審議プロセス(フ 

       ォーラム等)を入れること。 

      ・提言内容 

        合併に対する不安6項目について話し合う。 

      ・提言書の素案作成 

       委員長が副委員長、神谷氏と相談しながら、 

項目整理～委員意見(アンケート)～集約まとめ 

      ・まちづくりフォーラム内容協議 

  12.18 第 5回幹事会 

      ◇第５回協議会提出案件 

       ・新市の名称     ・事務組織及び機構  ・使用料、手数料等 

       ・補助金、負担金等  ・介護保険事業    ・消防団 

      ◇第５回協議会報告案件 
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       ・合併協議の枠組み 

       ・将来構想策定業務(新市まちづくり委員会、まちづくり隊) 

       ・住民意識調査業務 

       ・まちづくりフォーラム開催 

      ◇その他 

       ・平成15年度負担金         ・専門部会研修会 

       ・スケジュール調整依頼       ・助役会議の開催 

       ・伊勢市議会の状況等        ・事務事業シミュレーション 

       ・事務事業(Ａランク)協議方法     

14.12.25 第 6回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

      ◇合意、確認事項（事務組織及び機構、使用料･手数料等、補助金・交付金等、 

                介護保険事業、消防団） 

      ◇合併協議の枠組み 

        4 つの枠組みは崩さず法定協議会まで進むこと。また、その他の枠組みに 

         ついては、その都度、協議することで、協議会の意思確認とする。 

      ◇報告事項（新市将来構想策定業務、住民意識調査中間報告、フォーラム開催） 

      ◇その他意見 

       ・臨時職員必要数のシミュレーションと656人に対する雇用解除時期統一通 

         告の必要性 

       ・スリム化促進のための、勧奨退職の特例措置創設の検討 

       ・社会福祉協議会の統合協議の早期着手 

15.1.16 第 5回新市まちづくり委員会 

      ・提言書の内容協議（ワークショップ方式） 

        Ａ班 地方自治と行政のしくみ   Ｂ班 産業 

        Ｃ班 生活・健康・福祉      Ｄ班 人権・教育・文化 

        Ｅ班 環境 

      ・まちづくりフォーラム 内容確認 

  1.17 第 6回幹事会 

      ◇第7回協議会提出案件 

       ・地方税の取扱い ・人権政策事業 ・健康づくり事業 ・その他福祉事業 

      ◇第7回協議会報告事項 

       ・将来構想策定業務（新市まちづくり委員会、まちづくりフォーラム） 

      ◇その他 

       ・住民意識調査、行政評価結果報告会 ・住民説明会開催予定（大筋、個別提案） 

       ・伊勢市の取組状況（部長会議、広報いせ、行政情報番組） 

       ・法定協議会設立照準        ・助役会議、幹事会の合同会議 
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15.1.20・21 専門部会研修「政策評価と合併」開催 

        ◇目 的  

         ・現状水準と課題の確認   ・合併目的の明確化 

         ・政策体系と施策策定方法の習得 

        ◇参加者（専門部会委員） 

          20日 37人 21日 34人 計71人（別途、事務局述べ11人） 

1.21 第 4回助役会議 

      ◇第7回協議会提出案件 

       ・地方税の取扱い        ・人権政策事業 

       ・健康づくり事業（一部差戻し） ・その他福祉事業 

      ◇特Ａ事項の取扱い 

       ・水道使用料    ・下水道受益者負担金、使用料  ・駅前再開発事業 

      ◇その他 

       ・住民意識調査、行政評価結果報告会の開催  

       ・まちづくり委員会、フォーラム ・住民説明会開催予定 

       ・法定協議会設立照準      ・助役会議、幹事会の合同会議 

  1.22 第 6回新市まちづくり委員会 

      まちづくりフォーラム開催 午後7時～9時 於：ハートプラザみその 

      ・新市まちづくり隊レポート発表（各市町村代表1名） 

      ・パネルディスカッション（新市まちづくり委員会） 

        コーディネーター 櫻井委員長 

        パネラー 伊勢市：岡本國孝  二見町：奥野雅則 

             小俣町：高畑一郎  御薗村：大西勝洋 

      ・まちづくりミニ講演会 

        「まちづくりフォーラムのまとめ」  四日市大学 岩崎恭典教授 

  1.24 第 7回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

       ◇合意、確認事項（地方税の取扱い・人権政策事業・健康づくり事業・ 

           その他福祉事業） 

       ◇報告事項（新市まちづくり委員会・まちづくりフォーラム・ 

           専門部会研修「政策評価と合併」・住民意識調査、行政評価結果報告会） 

  2. 6 第 7回新市まちづくり委員会 

      ・提言書（たたき台）提示、協議 

       Ⅰ 将来の新市まちづくりへの思い 

       Ⅱ 新市まちづくりの背景 

       Ⅲ 新市まちづくりへの提言 

  2.14 第 5回助役会議・第7回幹事会合同会議 

      ◇第８回協議会提出案件 

       ・地域振興事業    ・文化･国際交流事業   ・交通関係事業  
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       ・窓口業務      ・介護保険事業     ・高齢者福祉事業 

       ・その他福祉事業   ・障害者福祉事業    ・農林水産関係事業  

       ・商工･観光関係事業 ・建設関係事業 

      ◇その他 

       ・新市将来構想策定スケジュール 

   ・日程調整 

15.2.20 第 6回助役会議・第8回幹事会合同会議 

      ◇第８回協議会提出案件 

       ・財産の取扱い  ・町､字の区域及び名称の取扱い  ・その他事業 

      ◇特Ａ事項の取扱い 

       ・下水道受益者負担金･使用料･企業会計    ・合併処理浄化槽補助金 

       ・国民健康保険料   ・福祉医療費助成   ・保育所(園)保育料 

  2.22 行政評価・住民アンケート結果報告会  

         参加者250人     於：小俣町図書館 

      ◇報告会（(株)日本能率協会コンサルティング説明） 

       ・合併と行政評価システム 

       ・合併に向けての財政運営上の留意点 

       ・アンケートによる意識調査 

      ◇合併講演会 

        「地方分権と市町村合併」 

          四日市大学総合政策学部 原田晃樹講師 

  2.27 第 8回新市まちづくり委員会 

      ・提言書(案) 内容協議、まとめ 

      ・今後の予定 

        3月 7日 10：00 提言書 終打合せ 

        3月 14日 9：00 答申 

3.3 第 8回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 国際会議場 

     ◇合意、確認事項（財産・町、字の区域及び名称・介護保険事業・ 

         地域振興事業(その１)・文化･国際交流事業(その１)・交通関係事業(その１)・ 

         窓口業務(その１)・障害者福祉事業(その１)・高齢者福祉事業(その１)・ 

         その他福祉事業(その２)・農林水産関係事業(その１)・ 

         商工･観光関係事業(その１)・建設関係事業(その１)・その他事業(その１)） 

     ◇報告事項（新市まちづくり委員会・助役･幹事合同会議・ 

         行政評価･住民アンケート結果報告会・新市将来構想策定スケジュール） 

  3.3 第 1回議長会議   出席者 各議会議長、事務局長 

  3.13 第 7回助役会議・第9回幹事会合同会議 

      ◇特Ａ・Ａ事項協議 

       ・中学校給食     ・小規模事業資金融資保証料補給補助金 
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       ・金融対策事業補助金 ・国保料       ・保育料 

       ・高齢者福祉対策   ・日常生活支援    ・身体障害者社会参加促進 

       ・配食サービス    ・福祉給付金     ・合併浄化槽補助金 

       ・歩け歩け大会    ・消防団員の報酬、出場手当等 

       ・ケーブルテレビ   ・市町村史の編さん 

15.3.14 新市まちづくり委員会 答申 於：伊勢市役所 東庁舎4－3 

  3.17 第 8回助役会議・第10回幹事会合同会議 

      ◇第９回協議会提出案件 

       ・国民健康保険事業  ・その他福祉事業   ・ごみ収集、処理業務事業 

       ・環境対策事業    ・健康づくり事業   ・児童福祉事業 

       ・農林水産関係事業  ・農業委員会委員   ・商工、観光関係事業 

       ・建設関係事業    ・上、下水道事業 

3.19 第 9回助役会議・第11回幹事会合同会議 

      ◇第９回協議会提出案件 

       ・平成15年度予算   ・平成14年度補正予算(第2号) 

       ・新市将来構想の策定 ・消防防災関係事業  ・電算システム事業 

       ・広報広聴関係事業  ・文化、国際交流事業 ・学校教育事業 

       ・社会教育事業    ・特別職       ・一般職 

       ・事務組織、機構   ・その他事業     ・上、下水道事業 

  3.26 第 9回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

     ◇合意、確認事項（平成 15 年度予算・平成 14 年度補正予算(第 2 号)・新市将来構想 

         【案】・国民健康保険事業・消防団・電算システム事業(その 1)・広報広聴関係 

         事業(その 1)・消防防災関係事業(その 1)・文化、国際交流事業(その２)・ご 

         み収集、処理業務状況(その 1)・環境対策事業(その 1)・健康づくり事業(そ 

         の２)・障害者福祉事業(その２)・高齢者福祉事業(その２)・児童福祉事業(そ 

         の１)・その他福祉事業(その 3)・農林水産関係事業(その２)・商工･観光関係 

         事業(その２)・建設関係事業(その２)・上、下水道事業(その１)・学校教育事 

         業(その１)・社会教育事業(その１)・その他事業(その２)） 

     ◇継続協議（消防団規模、報酬・ケーブルテレビ・敬老金・時間外保育料金・労働組 

         合補助金問題・教育委員長報酬・監査委員問題） 

     ◇報告事項（議長会議結果・新市まちづくり委員会答申・助役、幹事合同会議開催） 

  4.15 第 10回助役会議・第12回幹事会合同会議 

      ・平成15年度業務予定  ・法定協議会    ・継続協議の推進      ・専門部会  

      ・新市建設計画     ・財政フレーム  ・住民説明会 

  4.17 市町村長会議 

      ・法定協議会   ・住民説明会   ・新市建設計画    ・財政フレーム 

  4.21・22 専門部会 平成15年度説明会 

      ・経過説明    ・事業計画、業務内容    ・新市建設計画 
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 15.5.6～ 住民説明会 

     ・任意合併協議会主催 

       5.6 二見町：二見町公民館 160人 

 5.7 小俣町：小俣町図書館 230人 

       5.8 御薗村：ハートプラザみその 160人 

       5.9 伊勢市：いせトピア 115人 

     ・各市町村主催 

      伊勢市 15.5.12～6.14・7.8 110地域 105会場 2,454 人 

      二見町   5.19～5.30    10 地域   10会場  472人 

      小俣町   6. 2～6.18    29 地域   12会場  662人 

      御薗村   6.23～7. 3     9 地域    9会場  281人 

5.9 第 13回幹事会 

     ・継続協議（庁舎、職員配置、組織機構、総合交通体系） 

     ・一部事務組合等の関わり  ・新市建設計画策定準備作業  ・新市例規整備 

  5.16 第 11回助役会議 

     ・課題事業の調整 

       庁舎利用･職員配置･組織機構⇒庁舎・機構等検討委員会設置 

       総合交通体系⇒新市交通体系検討委員会設置 

       一部事務組合等の取扱い 

       社会福祉協議会 

     ・新市建設計画策定準備作業 

       新市将来構想(案)実現の事前検討 

       普通建設事業量 

       住民負担･住民サービス格差是正影響見込額 

  5.16 第 1回庁舎・機構等検討委員会 

  5.26 第 1回新市交通体系検討委員会 

  5.27 第 12回助役会議・第14回幹事会合同会議 

     ◇第10回協議会提出案件 

      ・商工･観光関係事業(その２)   ・農業委員会委員の定数及び任期 

      ・消防団     ・高齢者福祉事業(その２)  ・児童福祉事業(その１)        

       ・一部事務組合  ・報告事項 

     ◇その他協議事項 

      ・指定ごみ袋    ・市場  ・法定協議会学識経験者  ・電算システム見積り 

5.27 第 2回庁舎・機構等検討委員会 

  5.30 第 10回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

     ◇合意、確認事項（農業委員会委員・一部事務組合・消防団・高齢者福祉事業(その 

         ２)・児童福祉事業(その１)・商工･観光関係事業(その２)） 

     ◇報告事項（住民説明会・庁舎･機構等検討委員会・新市交通体系検討委員会） 
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15.5.30 第 2回議長会議 

6.13 第 13回助役会議・第15回幹事会合同会議 

      ◇第11回協議会提出案件 

       ・平成14年度事業報告  ・平成14年度決算  ・児童福祉事業(その１)  

       ・上下水道事業（その１） 

      ◇その他協議事項 

       ・指定ごみ袋      ・職員交流と採用計画  ・企画担当者会議の設置  

       ・一部事務組合の対応   ・都市計画税      ・事務所閉鎖（7／14） 

  6.13 第 3回庁舎・機構等検討委員会 

  6.26 第 11回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

      ◇合意、確認事項（平成 14 年度事業報告、平成 14 年度決算） 

      ◇継続協議（児童福祉事業(その１)、上･下水道事業(その１)） 

      ◇報告事項（住民説明会開催状況、議員特例等協議体制） 

  6.26 第 1回議員特例等検討会議 

      ◇委員構成 

      ◇会議結果 

       ・第２回以降の会議は「公開」とし、原則、任意合併協議会終了後開催 

         ※第 2 回議員特例等検討会議 

           平成 15 年 7 月 24 日（木）第 12 回任意合併協議会終了後 

       ・会議の進め方、委員の役割等 

        ①検討会議では、各委員は個人の見識を述べることができる。 

        ②各委員の意見を調整するなかで、検討会議としての考え方をまとめる。 

        ③検討会議でまとめた考え方をもとに、各市町村の議会で協議願う。 

        ④各市町村議会の協議結果を踏まえ、検討会議で 終的な調整を行う。 

7.9 第 4回庁舎・機構等検討委員会 

  7.9 第 14回助役会議・第16回幹事会合同会議 

      ◇第11回協議会「継続協議」の取扱い 

       ・児童福祉事業(その１)  ・上下水道事業（その１） 

      ◇法定協議会への移行 

       ・7／22市町村長会議開催 

      ◇その他協議事項 

       ・議員特例等検討会議先進地視察   ・交通ニーズ調査の実施 

       ・住民説明会開催結果報告方法    ・電算システム統合調査業務終了 

       ・新市将来構想の確定 

  7.24 第 12回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

      ◇合意、確認事項（新市将来構想） 

      ◇報告事項（議員特例等検討会議開催結果、一部事務組合等の協議依頼、 

            住民説明会開催結果） 
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      ◇事務局提案（法定協議会への移行） 

 15.7.24 第 2回議員特例等検討会議 

      ◇４市町村議会の現状説明 

      ◇先進地視察協議 

      ◇議員特例等勉強会の開催提案 
  7.29 第 5回庁舎・機構等検討委員会 

  8.12 第 6回庁舎・機構等検討委員会 

  8.19 第 15回助役会議・第17回幹事会合同会議 

      ◇第9回協議会「継続協議」の取扱い 

       ・広報広聴関係事業（その１） 

      ◇財政シミュレーション 

      ◇法定協議会への移行 

      ◇今後の進め方 8／20市町村長会議 

  8.25 第 13回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 第３会議室 

      ◇合意、確認事項（広報広聴事業(その１)、法定合併協議会設置） 

      ◇報告事項（財政シミュレーション、庁舎･機構等調整方針案） 

  8.25 第 3回議員特例等検討会議 

      ◇先進地視察協議 

      ◇議員特例等勉強会の開催提案 

      ◇今後の進め方 

  9.2  第 2回新市交通体系検討委員会 

  9.12 第 4回議員特例等検討会議 

      ◇身分の取扱い 

        各市町村議会で方向付けを取りまとめ、次回、29 日に持ち寄った上、各議会 

       の意見を尊重するなか、法定協議会へ答申する。 

  9.12 第 16回助役会議・第18回幹事会合同会議 

      ◇法定合併協議会移行協議 

       ・第 14 回任意合併協議会    ・伊勢地区合併協議会設立準備会 

       ・第1回伊勢地区合併協議会  ・職員派遣手続き 

       ・事務事業等調整方針     ・議員特例等検討会議 

 

9.25 伊勢地区合併協議会規約・関連予算案審議 

                                     議決状況 

      二見町 臨時        15対 0  10時 30分 可決 

      伊勢市 定例(9.17～10.10) 25対 2  13時 10分 可決 

      御薗村 臨時        11対 1  14時 48分 可決 

      小俣町 定例(9.22～25)   8対 11  17時 00分 否決 
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15.9.25 小俣町三役等辞職 

     町長、助役、収入役、教育長(9.26教育委員会承認)、総務統括参事 

  10.9 第 14回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 国際会議場 

      ◇経過報告 

       ・議員特例等検討会議開催結果 

       ・第12回協議会（7／24）以降 

      ◇今後の対応 

        合併特例法の失効期限に配慮しながら、11月 16日の町長選挙の推移を見守る。 

       そして、変化が生じたときには、議会や任意合併協議会に諮り協議願うこととす 

       る。                          －傍聴66人－ 

10.23 第 19回幹事会 

      ◇意見・情報交換と今後の進め方 

       ・任意合併協議会及び各市町村の現況 

       ・今後のスケジュール 

       ・総合交通体系調査の実施 

       ・協議会予算 

       ・計画調整班の今後の対応 

         ※各業務は小俣町の意思決定待ちとし、その間、正確な情報収集に努める。 

          なお、予算にあっては、追加負担の可能性について理解を求めた。 

  11.13 地方制度調査会(首相の諮問機関)答申 

       分権時代の基礎的自治体にあっては、「福祉、教育、まちづくりなど住民に身近 

      な事務を処理する体制の構築が必要」とし、市町村の規模・能力を拡充するため「合 

      併特例法」失効後も、「新法」を定めて自主的な合併を推進するよう求める。 

            ～今後の地方自治制度のあり方に関する答申～ 

第１ 基礎自治体のあり方 

 ◆ 05(H17)年 4月以降の合併推進の手法 

   ① 合併特例法失効後は「新法」を制定、一定期間、引き続き自主的な合併 

    を推進。この場合、財政支援措置は取らない。 

     ただし、経過措置の中で、2005年 3月までに『議会で可決の上、知事 

    への申請を終え』、2006年 3月までに『合併』した場合は、現行の合併特 

    例法の規定が適用される。 

   ② 「新法」において、知事が『市町村合併に関する構想』を策定すること 

    となるが、その中で、小規模な市町村を、概ね人口1万人未満を目安とし 

    ている。 

       ・生活圏域を踏まえた行政区域の形成を諮るための合併構想 

       ・指定都市等を目指す合併構想 

       ・小規模な市町村にかかる合併構想 など 

 17



   ③ 構想に基づく「合併協議会の設置や合併に関する勧告、斡旋」など、知 

    事による自主的な合併の推進 

 ◆ 合併に関する多様な方策 

   当面合併が困難な市町村について、①組織機構の簡素化の上、②窓口サービ 

  ス以外の事務処理について、都道府県へ義務づける制度の検討 

 ◆ 地域自治組織の制度化・仕組み 

   ① 一般制度（法人格なし） 

      行政区的タイプ：基礎的自治体の一部として事務を分掌 

       地域協議会(仮称)＝支所・出張所的機能＋協議会庶務の処理機能 

   ② 合併に際して設置される地域自治組織（法人格あり） 

      特別地方公共団体タイプ 

       地域協議会＝予算等の決定＋基礎自治体の長・機関への建議 

第２ 大都市のあり方 

第３ 広域自治のあり方 

15.11.16 小俣町長選挙 

       当日有権者 14,477人（男6,967人・女7,510人） 

       投票率 64.25%（前々回(㍻10)74.37%） 

       開票結果 奥野英介当選 

       任期 平成18年 11月 24日（公職選挙法259条の2(任期起算の特例)） 

  11.19 第 20回幹事会 

      ・任意合併協議会、各市町村の現況   ・今後のスケジュール 

      ・作業方針（新市建設計画、各種調査業務、予算関連） 

      ・協議会予算             ・子供向け啓発パンフ 

         ※①小俣町は、今後、住民との対話、議会調整に時間を要する。 

          ②近いうち(12月中)の任協開催をお願いする。 

          ③任協終了(了承)後、具体的な作業を進める。 

  11.28 第 21回幹事会 

      ◇任協補正予算及び市町村分担金 

      ◇任意合併協議会の開催 

      ◇議会対応（報告要旨） 

      ◇その他 

  12.15 第 22回幹事会 

      ・第15回協議会進行協議        ・地方制度調査会答申概要説明報告 

  12.17 小俣町議会 議員発議提出          ※12.18審議 

      ・法定協関連議案の早期制定を求める決議案     「可決」13：6 

      ・住民投票条例制定を求める発議案         「否決」6：13 

  12.18 第 15回協議会 午後5時 於：県営サンアリーナ１階 国際会議場 

      ◇経過報告 
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       ・小俣町長所信表明（お詫びと時間的猶予の要請） 

       ・第14回協議会（10／9）以降 ‐事務局‐ 

      ◇協議結果 

       二見町：小俣町復帰に難色。早期法定協の立上げ主張 

       御薗村：４市町村の枠組みでの法定協移行 

       ・各市町村議会へ持ち帰り、次回協議会で話し合う。 

      ◇次回協議会 

       ・1 月 16 日開催を目途に調整 

                                     －傍聴 47人－ 

16.1.13 第 23回幹事会 

      ・平成 15 年度補正予算（第 1 号） 

      ・第 16 回協議会の進行 

1.16 第 16回協議会 午後1時30分 於：県営サンアリーナ１階 国際会議場 

      ◇平成 15 年度補正予算（第 1 号）決定 

      ◇今後の対応について（確認） 

       ①４市町村での合併を基本とする。 

       ②２月中に法定協議会規約の制定を目指す。 

       ③早期に法定協議会を立ち上げる。 

         ※今後、事務局で一定のたたき台を作成し、各市町村、各議会に相談、指導 

          を得ながら、３項目の実現に向け調整する。 

                                     －傍聴 47人－ 

  1.27 第 24回幹事会 

      ◇今後のスケジュール（持ち帰り協議） 

       ・平成15年度予算（市町村負担金） 

       ・協議会規約（案） 

         施行期日 平成16年 3月 1日 

         委員構成24名（うち学識経験者 伊勢市3、二見町･小俣町・御薗村各2） 

      ◇事務事業調整作業 

       ・専門部会、分科会活動の早期再開   ・電算システム統合化 

       ・新市例規作成            ・新市建設計画作成 

       ・合併協議会だよりの発行       ・子供向け啓発パンフ 

  2.4 第 25回幹事会 

      ◇今後のスケジュール  

      ◇規約関係 

        ・提出議案（案）、施行期日、委員構成 了承 

      ◇専門部会、分科会活動 

      ◇第 17 回任意合併協議会 

      ◇伊勢地区合併協議会「設立準備会」 
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16.2.17 第 17回協議会 午後6時 於：県営サンアリーナ１階 国際会議場 

      ◇経過報告 

      ◇分権システム研究概要報告 

      ◇任意合併協議会の解散 

        3 月 31 日限りで事務を終了し、決算認定次第に解散する。 

 

2.17  (仮称)伊勢地区合併協議会設立準備会 第17回協議会終了後 

                         於：県営サンアリーナ１階 国際会議場 

      ・協議会規約（案）       ・平成15・16年度協議会予算 

      ・スケジュール、会議運営    ・委員構成        

      ・協議会設立セレモニー     ・設立総会(第 1 回協議会)開催 

                                     －傍聴 45 人－ 

  2.19 第 26回幹事会 

      ◇市町村長会議（2／27）の協議内容 

       ・経過報告及び今後の協議日程   ・伊勢地区合併協議会協議体制 

       ・公務災害補償協定        ・伊勢地区合併協議会規約等の制定 

       ・事業計画及び予算        ・今後の懸案事項 

  2.25 伊勢地区合併協議会規約審議(臨時議会) 

              議決状況 

       小俣町   13対 5  13時 56分 可決 

       御薗村   12対 1  14時 45分 可決 

       伊勢市   25対 2  15時 09分 可決 

       二見町   15対 0  15時 25分 可決 

  2.27 市町村長会議 

      ◇法定協議会体制協議 

       ・委員構成(学識経験者の選任)  ・会長、副会長  

       ・監査委員           ・事務局体制 

       ・公務災害補償協定       ・規約、規程の制定  

       ・事業計画、予算         ・今後の懸案事項(協議体制、協議日程など) 

 

 

 3.1 伊勢地区合併協議会(法定)設立 

      ・協議会看板設置（会長及び４市町村職員代表） 

      ・辞令交付式 

  3.9 第 1回幹事会 

      ・幹事長の互選          ・第１回協議会の対応 

      ・協議会委員(学識経験者)説明会  ・専門部会、分科会委員への働きかけ 

      ・今後のスケジュール       ・監査委員の処遇 
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      ・その他問題提起（電算システム統合、新市建設計画作成、一部事務組合、 

               社会福祉協議会、協議会だより、分権システム研究結果、 

               合併３法案） 

 16.3.23 市町村合併説明会(協議会委員(学識経験者)対象) 

      ・事務局等体制           ・第1回協議会提出案件(今後の取組み) 

      ・今日までの取組状況        ・新市建設計画作成小委員会 

3.25 第 1回合併協議会 

      ◇報告事項６件承認 

       ・設立経緯、規約  ・専門部会･分科会規程   ・事務局規程 

       ・財務規程     ・公務災害補償協定 

      ◇審議事項８件議決 

       ・会議運営規程   ・会議申し合せ      ・小委員会設置規程 

       ・助役･幹事会規程  ・報酬･費用弁償規程    ・15年度予算 

       ・16年度事業計画  ・16年度予算 

      ◇協議事項２件承認 

       ・合併協定項目･協議方針  ・新市建設計画作成方針 

      ◇提案事項４件 

       ・合併の方式   ・期日   ・新市の名称  ・事務所の位置 

                                     －傍聴 61人－ 

  3.31 任意合併協議会業務終了 

        16.4.28 任意合併協議会｢監査｣ 

             監査結果報告・任意合併協議会「解散」 

  4. 5 第 2回幹事会 

      ◇今後の協議体制 

       ・専門部会、分科会の進行       ・助役会議の開催 

       ・委託業者選定委員会の設置      ・議員等特例の検討 

       ・総合交通体系調査の実施 

      ◇分権システム調査結果報告書の取扱い 

      ◇今後のスケジュール 

       ・市町村議会協議状況         ・伊勢市議会特別委員会勉強会 

       ・第 2 回伊勢地区合併協議会 

      ◇その他 

       ・社会福祉協議会の合併問題      ・新市建設計画ワーキンググループ 

       ・地域自治区             ・Ｂランク(報告事項)の取扱い 

  4. 9 第 1回委託業者選定委員会 

      ◇選定方法確認 

       ・新市建設計画作成支援業務      ・新市例規整備支援業務 

       ・電算システム統合化調整業務 
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16.4.13・15 専門部会説明会 

       ・経過報告及び後の作業 

          13日：総務・企画・教育分野    47人 

          15日：民生・福祉・産業・建設分野 40人 

4.26 第 3回幹事会 

      ◇市町村長会議の開催 

        16.5.17(月)13：30～ 於：協議会事務局会議室  ※助役・幹事同席 

        ・経過報告(協議会会長の確認)    ・教育長会議の開催 

        ・合併スケジュール 

      ◇助役会議、幹事会の開催 

        16.5.17(月)市町村長会議終了後 

        ・社会福祉協議会の統合       ・職員部会協議状況 

        ・新市建設計画経過報告       ・合併関連三法案説明 

        ・第2回法定協議会提出案件 

      ◇第 1 回法定協議会提案項目の協議状況について情報交換 

      ◇その他 

        ・伊勢市特別委員会勉強会開催状況  ・新市交通体系検討委員会早期設立 

  4.28 第 2回委託業者選定委員会（評価選定） 

      ・新市建設計画作成支援業務 (株)日本開発研究所三重 

      ・新市例規整備支援業務 (株)ぎょうせい 

      ・電算システム統合化調整業 (株)松阪電子計算センター 

  5.10 平成 15年度監査執行 於：御薗村役場 

  5.17 市町村長会議 

      ・経過報告と今後の対応：会長に伊勢市長を選出 

      ・教育長会議の開催：小俣町は、教育長不在の場合、町長又は助役が出席 

      ・合併スケジュール 

  5.17 第 1回助役・第4回幹事会合同会議 

      ◇懸案事項協議 

       ・社会福祉協議会の統合    ・職員部会の協議状況 

       ・新市建設計画の作成     ・合併関連三法案 

      ◇第 2 回協議会提出案件 

       ・報告事項３件        ・審議事項１件     

       ・提案事項９件 

5.20 第 1回新市交通体系(コミュニティバス)検討委員会 

  5.27 第 2回合併協議会 於：伊勢市生涯学習センター「いせトピア」 

      ◇報告事項３件承認 

       ・平成15年度任意合併協議会決算   ・分権システム調査結果報告 

       ・委託業者選定委員会の設置及び選定結果 
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      ◇審議事項１件議決 

       ・平成15年度決算認定 

      ◇提案事項９件 

       ・議員の定数、任期  ・地方税      ・一般職員の身分   

       ・特別職の身分    ・条例、規則等   ・事務組織、機構  

       ・慣行        ・消防団      ・電算システム事業 

      ◇その他 

       ・第10回協議会日程変更 9月 24日(金)午後1時30分 

                                     －傍聴 74人－ 

16.5.27 第 1回新市建設計画作成小委員会 

       ・作成概要の説明   ・正副委員長互選 

       ・具体的作成方針   ・作成スケジュール 

  6. 1 第 5回幹事会 

      ◇第 3 回協議会提出案件 

      ◇懸案事項 

       ・公社所有地の取扱い ・新市名称公募   ・地域審議会 

      ◇その他 

       ・協定項目協議状況  ・例規整備説明会 

  6. 3 第 2回助役・第6回幹事会合同会議 

      ◇第 3 回協議会提出案件 

       ・協議事項４件    ・提案事項５件 

      ◇懸案事項協議 

       ・公社保有地の取扱い      ・地域審議会 

       ・法定協提案事項の調整   ・他地域合併協定状況 

  6. 7 第 2回新市交通体系(コミュニティバス)検討委員会 

  6.10 第３回合併協議会 

      ◇協議事項３件確認 

       ・合併の方式      ・合併の期日     ・新市の名称 

      ◇協議事項１件差戻し 

       ・新市の事務所の位置 

      ◇提案事項5件 

       ・公共的団体等   ・町、字の区域及び名称 

       ・人権政策事業  ・商工、観光関係事業 ・その他事業（秘書、企画、監査） 

                                     －傍聴 49人－ 

  6.10 第 2回新市建設計画作成小委員会 

      ◇素案検討（序論、１．新市まちづくりの方針、資料編） 

6.15 第 7回幹事会 
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16.6.17 第 3回助役・第8回幹事会合同会議 

      ◇第４回協議会提出案件 

       ・協議事項10件      ・報告事項3件 

       ・提案事項5件 

      ◇懸案事項協議 

       ・土地開発公社の取扱い   ・地域審議会の取扱い 

       ・使用料、手数料の取扱い  ・補助金、交付金の取扱い 

       ・一部事務組合等の取扱い  ・社会福祉協議会の取扱い 

       ・新市建設計画の作成    ・電算システム統一準備作業 

       ・庁舎、機構等調整方針   ・事務事業（6 項目） 

6.24 第 3回新市建設計画作成小委員会 

      ◇素案検討（序論、1．新市まちづくりの方針、資料編、2．新市まちづくりの施策、 

            4．公共的施設の適正配置と整備） 

  6.24 第４回合併協議会 

      ◇協議事項７件 確認 

       ・地方税          ・特別職の職員     ・条例、規則等 

       ・事務組織及び機構    ・慣行         ・消防団 

       ・電算システム事業 

      ◇協議事項２件 継続協議 

       ・新市の事務所の位置    ・議員の身分 

      ◇協議事項１件 差戻し 

       ・一般職員の身分 

      ◇報告事項３件 承認 

       ・地方税の調整内容     ・消防団の調整内容 

       ・電算システム事業の調整内容 

      ◇提案事項５件 

       ・農業委員会の委員     ・交通関係事業 

       ・農林水産関係事業     ・商工、観光関係事業(その２) 

       ・上、下水道事業 

      ◇合併関連三法概要説明 

                                     －傍聴 64人－ 

7. 1 第 4回助役・第9回幹事会合同会議 

      ◇第５回協議会提出案件 

       ・協議事項7件         ・報告事項3件 

       ・提案事項4件 

      ◇懸案事項協議 

       ・「元気な伊勢のひとづくり、まちづくりプラン」報道 

       ・第7回協議会16.8.12開催日程 
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16.7. 8 第 4回新市建設計画作成小委員会 

      ◇素案検討（前回までの修正部分、2．新市まちづくりの施策、 

            3．新市における県事業の推進） 

7. 8 第 5回合併協議会 

      ◇協議事項６件 確認 

       ・事務所の位置（継続） ・公共的団体等     ・町、字の区域及び名称 

    ・人権政策事業      ・商工、観光関係事業 ・その他事業 

      ◇協議事項１件 継続協議 

       ・議員の身分 

      ◇報告事項３件 承認 

       ・人権政策事業の調整内容   ・商工、観光関係事業の調整内容 

       ・その他事業の調整内容 

      ◇提案事項４件 

       ・地域審議会         ・健康づくり事業 

       ・障害者福祉事業       ・児童福祉事業 

                                     －傍聴 76人－ 
  7.15 第 5回助役・第10回幹事会合同会議 

      ◇第５回協議会提出案件 

       ・協議事項5件         ・報告事項4件 

       ・提案事項4件 

      ◇懸案事項協議 

       ・電算システム統一準備作業  ・新市建設計画、財政計画 

       ・教育長会議の開催      ・中学校給食問題（iTV、新聞報道） 

  7.20 第 3回新市交通体系(コミュニティバス)検討委員会 

      ◇コンサル委託仕様の原案検討 

  7.22 第 5回新市建設計画作成小委員会 

      ◇素案検討（前回までの修正部分、5．財政計画、パブリックコメントの募集） 

7.22 第６回合併協議会 

      ◇協議事項５件 確認 

       ・交通関係事業         ・農林水産関係事業 

       ・商工、観光関係事業（その２） ・上、下水道事業 

       ・パブリックコメント募集 

      ◇協議事項１件 継続協議 

       ・農業委員会の委員 

      ◇報告事項４件 承認 

       ・交通関係事業の調整内容   ・農林水産関係事業の調整内容 

       ・商工、観光関係事業（その２）の調整内容 

       ・上、下水道事業の調整内容 
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      ◇提案事項５件 

       ・介護保険事業        ・広報広聴関係事業 

       ・消防防災関係事業      ・窓口業務 

       ・学校教育事業 

                                     －傍聴 43人－ 
16.7.23 第１回教育長会議 於：協議会事務局会議室 

      ◇教育課題の情報交換と共通理解 

       ・学習支援体制  ・通学費補助   ・二学期制    ・国際理解 

       ・奨学金     ・学校給食    ・適応指導教室  ・幼稚園 

       ・公民館     ・文化施設 

  7.26 第 6回新市建設計画作成小委員会 

      ◇素案の全体検討 

  7.27 熊野市・御浜町・紀和町合併協議会 視察 
      ・担当職員 4 人「新市例規整備」 

  8. 1～31 新市名称公募 

      ・応募資格 ４市町村在住の小学生以上の者 

      ・応募方法 応募はがき、官製はがき、ファックス、メール 

  8. 5 第 6回助役・第11回幹事会合同会議 

      ◇新市建設計画・財政計画 

       ・４市町村決算状況      ・パブリックコメント閲覧場所 

       ・合併特例債の考え方 

      ◇市町村長会議の開催 

      ◇その他 

       ・協議会協議スケジュール  ・伊勢市職員採用計画 

       ・一般職員の取扱い     ・辺地総合整備計画(横輪町、矢持町) 

8.12 第 7回新市建設計画作成小委員会 

      ◇素案検討（ 終確認） 

  8.19 第 7回助役・第12回幹事会合同会議 

      ◇市町村長会議協議案件 

      ◇第７回協議会提出案件 

       ・協議事項5件         ・報告事項3件 

       ・提案事項7件 

      ◇懸案事項協議 

       ・ごみ収集、処理業務 

8.20～9.15 新市建設計画パブリックコメント募集 

         ※新市建設計画原案公表、配付(協議会委員・市町村議会議員・報道) 

   

8.25 市町村長会議 
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      ◇合併協定項目等懸案事項 

       ・一般職の取扱い    ・議員の身分    ・農業委員の身分 

       ・新市の名称     ・新市建設計画   ・合併期日 

       ・電算システム統一  ・住民説明会 

      ◇市町村別行政課題 

16.8.26 第８回新市建設計画作成小委員会 

  8.26 第７回合併協議会 

      ◇協議事項５件 確認 

       ・議員の身分    ・地域審議会    ・健康づくり事業 

    ・障害者福祉事業  ・児童福祉事業 

      ◇報告事項３件 承認 

       ・健康づくり事業の調整内容   ・障害者福祉事業の調整内容 

       ・児童福祉事業の調整内容 

      ◇提案事項７件 

       ・国民健康保険事業       ・高齢者福祉事業 

       ・児童福祉事業（その２）    ・その他福祉事業 

       ・建設関係事業         ・その他事業（その２） 

       ・新市建設計画 

                                     －傍聴 77人－ 
  9. 2 第８回助役・第13回幹事会合同会議 

      ◇第８回協議会提出案件 

       ・協議事項6件         ・報告事項5件 

       ・提案事項6件 

9. 9 第８回合併協議会 

      ◇協議事項５件 確認 

       ・介護保険事業   ・広報広聴関係事業  ・消防防災関係事業  

      ・窓口業務     ・学校教育事業 

      ◇協議事項１件 継続協議 

       ・新市建設計画 

      ◇報告事項５件 承認 

       ・介護保険事業の調整内容   ・広報広聴関係事業の調整内容 

       ・消防防災関係事業の調整内容 ・窓口業務の調整内容 

       ・学校教育事業の調整内容 

      ◇提案事項６件 

       ・新市の名称（その２）    ・一部事務組合 

       ・地域振興事業        ・文化、国際交流事業 

       ・学校教育事業（その２）   ・社会教育事業 

                                     －傍聴 63人－ 
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16.9.10 第２回教育長会議 於：協議会事務局会議室 

      ◇教育課題の情報交換と共通理解 

       ・人権・同和教育研究組織   ・高畑教育集会所のあり方 

       ・二学期制          ・指導主事体制 

       ・適応教室沼木教室(分室)    ・通学費補助 

       ・広域問題(事件)行動 

9.17 第９回助役・第14回幹事会合同会議 

      ◇第９回協議会提出案件 

       ・協議事項7件         ・報告事項5件 

       ・提案事項5件 

      ◇今後の対応 

       ・合併協定項目        ・市町村長会議の開催 

      ◇合併協議会日程の追加 

  9.21 市町村長会議 

      ◇合併協定項目の内容、提案時期 

       ・一般職の取扱い        ・合併期日 

       ・議員の身分         ・農業委員の身分 

           ※財政改革プラン個別方針人件費抑制推計(伊勢市) 

      ◇合併協議会日程の追加 

  9.24 第９回合併協議会 

      ◇協議事項６件 確認 

       ・国民健康保険事業       ・高齢者福祉事業 

       ・児童福祉事業（その２）    ・その他福祉事業 

       ・建設関係事業         ・その他事業（その２） 

      ◇協議事項１件 継続協議 

       ・新市建設計画 

      ◇報告事項５件 承認 

       ・国民健康保険事業の調整内容 ・高齢者福祉事業の調整内容 

       ・その他福祉事業の調整内容  ・建設関係事業の調整内容 

       ・その他事業（その２）の調整内容“審議保留１件” 

      ◇提案事項５件 

       ・財産            ・使用料、手数料等 

       ・補助金、交付金等      ・ごみ収集、処理業務事業 

       ・環境対策事業 

      ◇その他 

       ・会議日程追加（11 月 11 日・25 日） 

                                     －傍聴 48人－ 
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16.10. 4 第 10回助役・第15回幹事会合同会議 

      ◇第10回協議会提出案件 

       ・協議事項7件         ・報告事項5件 

      ◇今後の対応 

       ・継続案件      ・懸案事項    ・市町村長会議の開催 

10. 6 市町村長会議 

      ◇経過報告 

       ・伊勢市の行財政改革 

      ◇合併協定項目の内容、提案時期 

       ・一般職の取扱い        ・合併期日 

       ・議員の身分         ・農業委員の身分 

      ◇新市建設計画 

  10.14 第 10回合併協議会 

      ◇協議事項６件 確認 

       ・新市の名称（その２）     ・一部事務組合等の取扱い 

       ・地域振興事業         ・文化、国際交流事業 

       ・学校教育事業（その２）    ・社会教育事業 

      ◇協議事項１件 継続協議 

       ・新市建設計画 

      ◇報告事項５件 承認 

       ・地域振興事業の調整内容       ・文化、国際交流事業の調整内容 

       ・人権政策事業（その２）の調整内容  ・社会教育事業の調整内容 

       ・その他事業（その３）の調整内容 

                                     －傍聴 59人－ 

10.20 第 16回幹事会 中止（台風23号） 

  10.21 第 11回助役・第16回幹事会合同会議 

      ◇第11回協議会提出案件 

       ・提案事項4件    ・協議事項6件     ・報告事項7件 

      ◇今後の対応 

       ・新市事業の具体化策 ・今後のスケジュール ・一部事務組合等の体制協議 

10.25 市町村長会議 

      ◇経過報告（伊勢市の行財政改革） 

10.26 第 17回幹事会 

      ◇今後の対応 

       ・新市建設計画の提案     ・協議経過報告案の調整 

10.27 市町村長会議 

      ◇今後の進め方 

       ・合併協議会での協議経過報告  ・継続案件の提案（継続処理） 
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16.10.28 第 11回合併協議会 

      ◇協議事項６件 確認 

       ・新市建設計画     ・財産            ・使用料、手数料等 

        ・補助金、交付金等  ・ごみ収集、処理業務事業  ・環境対策事業 

      ◇協議事項４件 継続協議 

       ・合併の期日（その２）    ・議員の身分   ・農業委員会委員の身分 

       ・一般職員の身分 

      ◇報告事項７件 承認 

       ・地方税（その２）の調整内容  ・広報、広聴関係事業（その２）の調整内容 

       ・ごみ収集、処理業務事業の調整内容  ・環境対策事業の調整内容 

       ・商工、観光関係事業（その３）の調整内容  ・学校教育事業（その３）の調整内容 

       ・その他事業（その４）の調整内容 

      ◇報告事項１件 継続協議 

       ・その他事業（その２(政務調査費)） 

                                     －傍聴 87人－ 
11.11 第 12回合併協議会 

      ◇協議事項２件 確認 

       ・合併の期日（その２）    ・農業委員会委員の身分  

      ◇協議事項２件 継続協議 

       ・議員の身分         ・一般職員の身分（小俣町長、議長修正案提案） 

      ◇報告事項１件 継続協議 

       ・その他事業（その２(政務調査費)） 

                                     －傍聴 94人－ 
  11.25 第 13回合併協議会 

      ◇協議事項２件 確認 

       ・議員の身分         ・一般職員の身分（会長調整案） 

      ◇報告事項１件 確認 

       ・その他事業（その２(政務調査費)） 

                                     －傍聴 114人－ 

＝合併協定項目 協議終了＝       16.11.25現在 

  ◇調 整 項 目       １，７９３項目      ◇市町村長会議   ７回 

   ・Ａ項目(協議事項)   ７２５項目   ◇助 役 会 議        １１回 

   ・Ｂ項目(報告事項) １，０６８項目   ◇幹 事 会        １７回 

  ◇議 案 審 議        ２１議案        ◇教育長会議         ２回 

  ◇協議会開催        １３回         ◇専門部会開催  ９６回 

   ・会議出席委員 延べ３０４人      ◇分科会開催       １０８回 

   ・傍 聴 者       延べ８９７人 
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16.11.29 第 18回幹事会 

      ◇今後の対応 

       ・合併協議会の開催  ・合併調印式  ・住民説明会  ・議会審議案件 

          ※事務局の段取りに不満、早急な助役会議の開催を要請 

  12. 2 第 12回助役・第19回幹事会合同会議 

      ◇今後の対応 

       ・合併協議会の開催  ・住民説明会  ・合併調印式 

      ◇議会審議案件 

      ◇合併申請 

      ◇合併協議会予算 

◇ 新市設立準備 

◇ その他 

12. 6 第 14回合併協議会 

      ◇協議事項１件 確認 

       ・合併協定書  

                                     －傍聴 30人－ 
12. 6 市町村長会議 

      ◇新市まちづくりビジョン 

      ◇合併関連議案 

      ◇合併調印式 

 12.7～ ４市町村「住民説明会」 

       ・伊勢市 12. 7～17 ９会場361人 ・二見町 12. 7～19 10会場583人 

       ・小俣町 12.13～21 ６会場297人 ・御薗村 12.14～22 ７会場125人 

 12.13 第 13回助役・第20回幹事会合同会議 

      ◇新市まちづくりビジョン 

      ◇合併調印式 

      ◇議会審議 

       ・合併関連議案  ・電算システム統合経費 

      ◇その他 

       ・臨時議会開催日程  ・職員体制  ・基金持寄り  ・一部事務組合等 

12.17 市町村長会議  

      ◇新市まちづくりビジョン 

       ・新市投資割合 

      ◇合併調印式 

      ◇議会審議 

       ・合併関連議案  ・電算システム統合経費 

      ◇その他 

       ・臨時議会開催日程  ・職員体制  ・基金持寄り  ・一部事務組合等 
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16.12.22 市町村長会議  

      ◇新市建設計画市町村長間申し合せ事項 

      ◇一部事務組合 

      ◇予算編成 

       ・企業会計（電算システム統合経費） ・合併関連予算   ・合併協議会予算 

      ◇その他 

       ・行政情報番組制作  ・エコーはがき発行  ・調印式次第及びビデオ記録 

12.27 合併協定書調印式 於：ウェルサンピア伊勢 

       1. 開会の辞(事務局長) 

       2. 経過報告(幹事長) 

       3. 合併協定書調印(市町村長)       ◇参加者112人 

       4. 立会人署名(協議会委員)         ・市町村長４人 

       5．主催者挨拶(協議会会長)         ・協議会委員20人 

       6. 来賓挨拶(県民局長)           ・来賓57人 

       7. 来賓紹介(国会議員、県議会議員)     ・一般参加23人 

       8. 祝電披露(総務班長)           ・報道8人 

       9. 閉会の辞(事務局長) 

         ※終了後記念撮影 

17.1.5 第３回教育長会議 

      ◇中央公民館講座 

      ◇各種団体との連携 

      ◇通学区域 

      ◇連合行事 

      ◇その他 

       ・人権同和研究会   ・学期制   ・ＡＬＴ 

1.6 第 14回助役・第21回幹事会合同会議 

      ◇議会審議 

       ・合併関連議案    ・電算システム統合経費 

      ◇新年度予算 

       ・電算システム統合経費(企業会計)  ・合併関連予算 

       ・合併協議会予算 

      ◇協議体制 

       ・専門部会、分科会  ・プロジェクト(合同部会)   ・協議会事務所 

      ◇一部事務組合等 

      ◇その他 

       ・新市建設計画概要版 ・合併準備作業説明会  ･合併協議会開催日程 

       ・住民説明会開催結果報告書 
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17.1.18 ４市町村臨時議会 

      ◇提出案件 

       ・補正予算(電算統合経費) 

       ・廃置分合 ・財産処分協議 ・議員定数協議 ・地域審議会設置協議 

      ◇可決状況 

提 出 案 件 伊 勢 市 二 見 町 小 俣 町 御 薗 村 

補正予算 
10:38 

 15対０ 

14:07 

 14対５ 

14:32 

 12対１ 

廃置分合 
10:20 

 15対０ 

14:08 

 14対５ 

14:29 

 12対１ 

財産処分協議 
10:22 

 15対０ 

14:08 

 14対５ 

14:30 

 12対１ 

議員定数協議 
10:25 

 11対４ 

14:09 

 14対５ 

14:31 

 12対１ 

地域審議会設置協議 

11:56 

 25対 2 

10:38 

 15対０ 

14:09 

 14対５ 

14:31 

 12対１ 

                            注：賛否の数は担当者の確認によるもの。 

 

1.19 市町村長会議  

      ◇第 15 回協議会 

      ◇合併申請 

      ◇協議体制 

       ・専門部会、分科会  ・プロジェクト(合同部会)   ・協議会事務所 

      ◇一部事務組合 

      ◇合併関連予算 

      ◇新年度事業 

      ◇申し合せ事項 

       ・普通建設事業    ・地域審議会委員   ・基金 

      ◇その他 

       ・合併準備作業説明会 ･社協合併協議会   ・新市料金等の適用時期 

1.21 ４市町村長協議書締結、告示 

      ◇協議 財産処分・議員定数・地域審議会 

      ◇告示 議員定数・地域審議会 

1.24 第 15回助役・第22回幹事会合同会議 

      ◇第15回協議会 

       ・議 題      ・提出資料 

      ◇一部事務組合 

       ・規約改正     ・市町村職員退職手当組合 
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      ◇基金 

      ◇協議体制 

       ・専門部会、分科会 ・プロジェクト(合同部会) ・事務局体制 

      ◇その他 

       ・町の単位     ・新料金適用時期     ・社協合併協議会 

       ・合併準備補助金  ・合併広告  ・滞納整理組合  ・臨時、嘱託職員 

17.1.25・26 合併準備説明会 於：伊勢市役所 

                専門部会    分 科 会 

          25日    37人      31人 

          26日    42人      40人     合計 150人 

 1.28 第 15回合併協議会 

      ◇経過報告及び予定 

      ◇提出資料 

       ・合併協定書写し  ・合併関連４議案  ・住民説明会開催結果 

       ・協議項目調整結果 ・新市建設計画   ・新市建設計画概要版 

                                     －傍聴 15人－ 
1.31 事務局職員(解職)辞令交付式 

      二見町：2名  小俣町：2名  御薗村：2名 

 2. 1 事務局職員辞令交付式 

      伊勢市：4名   二見町：1名   小俣町：1名   御薗村：1名 

      三重県：1名       ※13人体制→10人体制 

 2. 2 合併申請  

      午前9時30分  於：三重県庁 

       知事談：日本人の心のふるさとと言われる地域資源を生かし、活用するまちづく 

          りに期待。県も支援する。 

2. 4 ４市町村配置分合申請通知 

       一部事務組合（合併特例法第９条の４第１項） 

         伊勢市４組合、二見町８組合、小俣町９組合、御薗村８組合 

2. 9 第 16回助役・第23回幹事会合同会議 

      ◇一部事務組合等の対応      ◇伊勢市の機構改革 

      ◇市町村長会議の開催       ◇協議会規約の変更 

2. 9 第 1 回組織･機構･給与･人事ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

      ◇経過報告 

       ・協議会調整内容  ・庁舎機構等調整方針 

      ◇今後の進め方 

       ・プロジェクト ・給与、人事関係課題 ・会長、副会長の選任 ・作業部会 

      ◇その他 

       ・伊勢市機構改革  ・退職手当組合 
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17.3. 2 第 17回助役・第24回幹事会合同会議 

      ◇市町村長会議の開催 

      ◇第16回合併協議会の開催 

       ・経過報告   ・審議事項３件  ・報告事項２件   ・市章公募選定 

      ◇専門部会懸案事項 

       ・日本ｽﾎﾟｰﾂ振興ｾﾝﾀｰ共済掛金  ・体育大会、体育祭の開催 

       ・地区連絡員          ・産業支援ｾﾝﾀｰ建設事業 

      ◇その他 

       ・予算編成及び指定金融機関   ・平成16年度決算審議 

       ・国民健康保険基金の取扱い 

3. 2 第 2 回組織･機構･給与･人事ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
      ◇協議事項 

       ・臨時、嘱託職員の雇用 ・退職手当組合    ・新市の組織、機構 

  3. 4 市町村長会議  

      ◇第16回合併協議会提出案件 

       ・経過報告   ・審議事項３件  ・報告事項２件  ・市章公募選定 

      ◇その他 

       ・合併決定書の取扱い  ･基金の取扱い      ・卸売市場の健全化 

  3.10 第 16回合併協議会 

      ◇経過報告及び予定 

      ◇審議事項３件 可決 

       ・17年度事業計画    ・17年度予算      ・16年度補正予算 

      ◇報告事項３件 承認 

       ・事務局規程の一部改正 ・一部事務組合等の取扱い ・市章募集骨子【案】 

                                     －傍聴 15人－ 
3.22 第 18回助役・第25回幹事会合同会議 

      ◇専門部会懸案事項 

       ・下水道事業会計（一部適用から全部適用） 

       ・家族介護用品支給事業（有効期限延長） 

      ◇行政情報番組 

       ・企画案           ・行政情報番組編集会議（仮称）の設置 

      ◇廃置分合決定書送致 

      ◇その他 

       ・今後の予定（一部事務組合文書依頼・協議会監査・市章選定委員・教育長） 

3.22 第 3 回組織･機構･給与･人事ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 
      ◇協議事項 

       ・新市の組織、機構 

  3.23 三重県議会 4市町村配置分合議案可決 
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17.3.28 配置分合（合併）決定書送致 

      南勢志摩県民局長4市町村訪問 

  4. 1 協議会事務局移転 

      規約改正議決(3月定例会)状況 

       伊勢市24日、二見町18日、小俣町18日、御薗村16日 

  4. 1 新「伊勢市」市章募集開始（公募期間４月１日～５月３１日） 

  4. 7 第 4 回組織･機構･給与･人事ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

      ◇協議事項 

       ・組織・機構（骨格案）、今後の予定 

4.20 第１回収入役会議 

      ◇合併時の出納業務 

       ・Ｈ16決算処理（４市町村の９月議会で） ・職務代理者の選任（有効期限延長） 

       ・Ｈ17予算執行（～10/31 新市決算認定） ・収入役室分室の検討（専門部会で） 

       ・その他（小切手の取扱い・口座の改廃等） 

      ◇指定・収納代理金融機関 

       ・指定金融機関           ・収納代理金融機関 

◇ 今後の取組み 

・消し込み事務の統一化       ・百五銀行派出所の取扱い 

       ・口座振替手数料          ・引継ぎ書式 

      ◇その他 

       ・備品管理の一元化        ・収入役会議の事務局（伊勢市収入役室） 

4.25 第 19回助役・第26回幹事会合同会議 

      ◇経過報告 

       ・組織・機構・人事・給与プロジェクト取組み状況 ・一部事務組合の対応 

       ・収入役会議     ・市章公募状況    ・行政情報番組 

       ・コミュニティバスの取組み     ・財務会計システムの運用（合併後） 

       ・地区連絡員、自治会組織 

      ◇協議事項 

       ・専門部会の懸案事項（ごみ袋・公共施設名称統一） 

       ・Ｈ16協議会決算見込み    ・合併準備（6月補正予算）の対応 

       ・新市予算編成の考え方    ・市章選定   ・生活保護業務 

       ・町、字の周知等       ・地域審議会  ・ガイドブック等の作成 

       ・市町村長会議の案件     ・第 17 回合併協議会の案件 

      ◇その他 

       ・合併協議会の解散、水道料金の統一化（二見町と伊勢市の格差是正） 

4.27 市町村長会議  

      ◇報告事項 

       ・組織・機構・人事・給与プロジェクト取組み状況 ほか８件 
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◇第17回合併協議会提出案件 

       ・経過報告   ・審議事項１件  ・報告事項３件  ・その他 

      ◇その他 

       ・市章選考委員等   

17.4.28 総務省告示 市町村の廃置分合 

      平成 16年度監査執行 於：御薗村役場 

   5.12 第 17回合併協議会 

      ◇経過報告 

      ◇審議事項１件 可決 

       ・16年度伊勢地区合併協議会決算認定 

      ◇報告事項３件 承認 

       ・「新市における事務組織・機構の整備方針（中間報告）」 

 ・市章選考      ・指定金融機関 

      ◇その他 

       ・市章選考委員等 

                －傍聴 24人－ 
5.12  第１回教育問題検討プロジェクト（教育長会議） 於：御薗村役場 

       ・市町村合併に向けての調整内容等  ・事務職員の共同実施等 

       ・新市の学校教育 

5.25 第 20回助役・第27回幹事会合同会議 

      ◇協議事項 

       ・市章選定          ・社会福祉協議会の調整 

       ・指定管理者制度の取扱い   ・6月議会の対応 

       ・指定金融機関        ・住民への情報提供 

       ・第１８回合併協議会案件 

      ◇その他 

       ・国際交流推進事業、コミュニティバス業務委託、水道料金の改正（二見町） 

5.25 第 5 回組織･機構･給与･人事ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

      ◇協議事項 

       ・勧奨退職の取扱い、組織・機構、人事・給与、その他 

5.27 市町村長会議  

      ◇協議事項 

       ・退職募集   ・社会福祉協議会   ・新市建設計画に係る申し合わせ事項 

 ・水道事業の取組み 

◇その他 

       ・合併協議会の日程          ・地域審議会の委員構成 

 6. 6 市章事前選考 於：伊勢地区合併協議会 会議室 

       ・ＮＰＯ法人 三重県デザイン協会（３名）により、1,992件から30点の絞込み 
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17.6.20 第２回教育問題検討プロジェクト 於：御薗村役場 

       ・文化教育部会関係調整内容（文化団体補助金） 

       ・学校教育部会関係調整内容（地域行事、幼稚園、小中学校） 

       ・体育保健部会関係調整内容（学校給食） 

       ・その他（指定管理者制度の導入検討） 

6.23 伊勢地区合併協議会 市章候補選定委員会 於：いせトピア 

       ・３０作品より１０作品に絞込み 

 7. 1 第 21回助役・第28回幹事会合同会議 

◇ 経過報告 

◇ 協議事項 

       ・公共施設の名称  ・専門部会の調整内容について  ・今後の取組み 

       ・第１８回合併協議会案件 

      ◇その他 

      ・社会福祉協議会の取組み       ・子供向けパンフレット 

 7. 1  第 6 回組織･機構･給与･人事ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

      ◇協議事項 

       ・職名・勤務条件等、給料、その他 

  7. 7 市町村長会議  

◇ 経過報告 

◇ 協議事項 

       ・公共施設の名称  ・専門部会の調整内容について  ・今後の取組み 

◇第１８回合併協議会案件 

       ・経過報告  ・審議事項１件  ・報告事項３件  ・その他 

      ◇その他 

       ・玉城町の境界変更、総合支所の職員数 

7.14 第 18回合併協議会 

      ◇経過報告 

      ◇審議事項１件 可決 

       ・市章の選定 

      ◇報告事項３件 承認 

       ・新市建設計画に係る申し合わせ事項について 

       ・専門部会の調整項目について 

       ・伊勢地区合併協議会の廃止手続について 

      ◇その他 

       ・合併準備の主な取組み、協議会日程 

                －傍聴 19人－ 
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17.8. 1 第３回教育問題検討プロジェクト 於：御薗村役場 

       ・暫定教育委員会について 

       ・就園補助について 

       ・本庁及び総合支所の業務分担（人員要望）について 

  8.18 第 22回助役・第29回幹事会合同会議 

◇ 経過報告 

◇ 協議事項 

       ・専門部会の調整内容について  ・小俣町、玉城町の境界変更について 

       ・水道事業の取組みについて   ・地域審議会の運営について 

       ・協議会委員の記念品について  ・事務引継ぎについて 

       ・合併市町村補助金要望活動について 

       ・暫定行政委員会委員の選任について 

      ◇その他 

      ・「４市町村選挙管理委員会合同打合せ会」8/2開催の結果について 

      ・新市設立時までの主な留意点について 

・市町村長会議について 

      ・第 19 回（9/8）、第 20 回（10/13）合併協議会 

 8.18  第 7 回組織･機構･給与･人事ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 

      ◇協議事項 

       ・新市における事務組織・機構整備方針（案）について 

       ・総合支所の職権について 

       ・協議会への議案・資料について 

8.23 第 4回教育問題検討プロジェクト 於：御薗村役場 

       ・校長会（予算要望の手続き、連合行事の取扱いについて） 

       ・県（事務の共同実施の考え方･･･県から各市町村へ説明） 

       ・各地区公民館の下水道改良工事の費用負担について 

       ・暫定教育委員会の選出について 

      ・アスベスト対策について 

8.31 市町村長会議  

◇ 経過報告 

◇ 協議事項 

       ・専門部会の調整内容について  ・小俣町、玉城町の境界変更について 

       ・水道事業の取組みについて   ・協議会委員の記念品について 

  ・事務引継ぎについて      ・合併市町村補助金要望活動について 

       ・暫定行政委員会委員の選任について 

      ◇その他 

      ・「４市町村選挙管理委員会合同打合せ会」8/2開催の結果について 

      ・新市設立時までの主な留意点について 
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◇第１9 回合併協議会案件 

       ・経過報告   ・報告事項３件  ・その他 

17.9. 8 第 19回合併協議会 

      ◇経過報告 

      ◇報告事項3件  承認 

       ・専門部会の調整事項（その2）について 

       ・新市における事務組織・機構の整備方針（ 終報告）について 

       ・新市の公共施設の名称について 

      ◇その他 

       ・社会福祉協議会の合併の経過について 

       ・小俣町、玉城町の境界変更について 

       ・エコーはがきの発行について 

       ・今後の日程について 

                －傍聴 11人－ 
  9.22 第 23回助役・第30回幹事会合同会議 

◇ 経過報告 

◇ 協議事項 

       ・伊勢地区合併協議会の廃止について 

       ・平成 17 年度伊勢地区合併協議会歳入歳出決算見込について 

       ・専門部会の調整項目（その３）について 

       ・市長職務執行者の選任について 

      ◇その他 

      ・シルバー人材センターの統合について 

  10. 4 第 2回収入役会議 

      ◇打ち切り決算について 

       ・赤字決算の場合  ・決算書の調整  ・決算認定までのスケジュール 

      ◇指定・収納代理金融機関 

       ・派出所       ・口座振替手数料等 

◇ 合併時の出納事務 

・収入支出の流れ     ・口座の解約      ・備品管理 

      ◇引継ぎについて 

10. 7 市町村長会議  

◇ 経過報告 

◇ 協議事項 

       ・伊勢地区合併協議会の廃止について 

       ・平成 17 年度伊勢地区合併協議会歳入歳出決算見込について 

       ・専門部会の調整項目（その３）について 

       ・市長職務執行者の選任について 
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      ◇その他 

       ・新市における行財政改革の考え方について 

・地域審議会の選考基準について 

・収入役職務代理者について 

・第２０回協議会協議案件について 

・人事・給与の調整について 

・職務執行者専決処分予定案件名（予算・条例・告示等）について 

・記念品について 

・シルバー人材センターの統合について 

       ・今後の予定等について 

17.10.13 第 20回合併協議会 

      ◇経過報告 

      ◇報告事項４件 承認 

       ・伊勢地区合併協議会の廃止について 

       ・伊勢地区合併協議会平成17年度決算見込について 

       ・人事・給与の調整について 

       ・市長職務執行者の選任について 

      ◇その他 

       ・行財政改革の考え方について 

       ・シルバー人材センターの取扱いについて 

       ・今後の予定等について 

◇ 正副会長あいさつ 

◇ 記念品贈呈 

◇ 閉会後、記念撮影 

                －傍聴 16人－ 

 10.22・23 各閉市町村式 

 10.29   組織統合による引越し作業 

 10.31   閉庁式 

 11. 1   新「伊勢市」誕生 開庁式（本庁舎および各総合支所） 
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【参 考 資 料】 

 

・新市建設計画（概要版） 

・伊勢市・二見町・小俣町・御薗村任意合併協議会だより（創刊号～第 8 号） 

・伊勢地区合併協議会だより（創刊号～最終号） 

・子ども向け啓発パンフレット 

・新「伊勢市」暮らしのガイドブック 
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