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「村上市岩船郡６市町村合併協議会」の経緯 
 

村上市岩船郡６市町村合併協議会 
（平成 16年 3月 31日現在） 

 
平成 15年 7月 30日 「村上市岩船郡６市町村合併協議会」設立。 

      第１回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
      ・協議第１号「合併の方式について」 
      ・協議第２号「合併の期日について」 
      ・協議第３号「新市の名称について」 
      ・協議第４号「新市の事務所の位置について」 
      ・協議第５号「議会議員の任期及び定数の取扱いについて」 
      ・協議第６号「農業委員会委員の任期及び定数の取扱いにつ

いて」 
      ・その他 
      時間：午後２時００分～  

会場：村上市民ふれあいセンター多目的ホール 
     ８月 １日 事務局体制確立 
     ８月 ５日 山北町において建設計画研修会を開催。 

      講師：県市町村合併支援課 関谷参事 
     ８月 ８日 県知事より、市町村合併重点支援地域の指定を受ける。 

       指定地域：村上市、荒川町、神林村、朝日村、山北町、粟
島浦村 

      法定協議会事務関係市町村職員説明会を開催。 
       時間：午後１時３０分～  

会場：岩船地域教育情報センター 
       講師：県市町村合併支援課 関谷参事 

     ８月１１日 ６市町村長の打合せ会議を開催。 
       時間：午後１時００分～ 会場：岩船地域広域事務組合 

     ８月１８日 粟島の将来像及び合併後の粟島に係る新市建設計画についての懇

談会を開催 
       時間：第１回午前１１時００分～  

第２回午後１時００分～ 
       会場：粟島浦村役場２階集会場 

     ８月１９日 県知事へ法定協議会設置の届出を行う。 
       時間：午前１１時４５分～ 会場：県庁３階知事室 
      第１回村上市岩船郡６市町村新市名候補選定委員会を開催。 
       時間：午後２時００分～  

会場：村上市役所５階第４会議室 
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第１回選挙管理分科会を開催。 
第１回保健衛生分科会を開催。 
第１回国民年金分科会を開催。 
第１回住民分科会を開催。 

     ８月２０日 第１回農業委員会分科会を開催。 
第１回建設管理分科会を開催。 
第１回農政分科会を開催。 
第１回母子児童援護分科会を開催。 
例規立案･策定支援業務にかかる委託業者選定会議を開催。 
       時間：午後１時１５分～ 会場：村上市役所第３会議室 

     ８月２１日 第１回村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会を開催。 
       時間：午前１０時００分～  

会場：岩船地域広域事務組合講堂 
第１回電算分科会を開催。 
第１回総務人事分科会を開催。 

     ８月２２日 第１回村上市岩船郡６市町村新市建設計画策定委員会を開催。 
       時間：午後２時００分～ 会場：岩船広域事務組合講堂 
第２回村上市岩船郡６市町村新市名候補選定委員会を開催。 
       時間：午後３時３０分～ 会場：村上市役所第２委員会室 
第１回民税収納分科会を開催。 
第１回企画広域分科会を開催。 
第１回資産税分科会を開催。 
第１回高齢障害分科会を開催。 

     ８月２５日 第１回防災交通分科会を開催。 
第１回国土計画分科会を開催。 
第１回学校教育分科会を開催。 
第１回議会監査分科会を開催。 

     ８月２６日 第２回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
       時間：午後６時３０分～ 会場：荒川町公民館大ホール 
       協議第３号の１ 新市名称募集要項について 
       協議第５号 議会議員の任期及び定数の取扱いについて 

（継続協議） 
       協議第６号 農業委員会委員の任期及び定数の取扱いに

ついて（継続協議） 
       その他 
第１回林政水産分科会を開催。 

     ８月２７日 第１回下水道分科会を開催。 
第１回社会教育分科会を開催。 
第１回社会体育分科会を開催。 
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第１回上水道分科会を開催。 
     ８月２８日 第１回商工観光分科会を開催。 

第１回介護保険分科会を開催。 
第１回財政会計分科会を開催。 
第１回環境衛生分科会を開催。 

     ８月２９日 建設計画策定業務にかかるプロポーザル（企画提案）現場説明会を

開催。 
       時間：午後１時３０分～ 会場：村上市役所第１会議室 
第２回保健衛生分科会を開催。 
第２回林政水産分科会を開催。 
第２回住民分科会を開催。 
第２回学校教育分科会を開催。 

     ９月 １日 第２回国保年金分科会を開催。 
     ９月 ２日 第２回防災交通分科会を開催。 

第２回農業委員会分科会を開催。 
     ９月 ３日 第１回住民福祉部会を開催。 

第２回企画広域分科会を開催。 
第２回農政分科会を開催。 

     ９月 ５日 第２回母子児童援護分科会を開催。 
     ９月 ８日 第２回上水道分科会を開催。 

第２回下水道分科会を開催。 
     ９月 ９日 任期満了に伴う朝日村議会議員選挙が告示され、定数１８名に対

し、立候補者１８名により無投票当選となった。 
第２回商工観光分科会を開催。 
第３回農業委員会分科会を開催。 
第３回学校教育分科会を開催。 

     ９月１０日 新市建設計画策定業者選定プロポーザルを実施。 
       会場：村上市役所第３会議室 
第３回林政水産分科会を開催。 
第２回建設管理分科会を開催。 
第２回介護保険分科会を開催。 
第１回財務会計システム特別チーム会議を開催。 

     ９月１１日 第２回社会教育分科会を開催。 
第３回保健衛生分科会を開催。 
第３回国保年金分科会を開催。 
第３回企画広域分科会を開催。 

     ９月１２日 第２回国土計画分科会を開催。 
     ９月１６日 第２回高齢障害分科会を開催。 

第４回学校教育分科会を開催。 
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第２回財務会計システム特別チーム会議を開催。 
     ９月１７日 第３回農政分科会を開催。 

第２回環境衛生分科会を開催。 
     ９月１８日 第３回社会教育分科会を開催。 

第２回総務人事分科会を開催。 
第２回電算分科会を開催。 

     ９月１９日 市町村長会議を開催。 
       時間：午後４時００分～ 会場：村上市役所応接室 
第３回母子児童援護分科会を開催。 
第３回介護保険分科会を開催。 

     ９月２２日 第２回村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会を開催。 
       時間：午後３時００分～ 会場：村上市役所 
第４回社会教育分科会を開催。 
第２回財政会計分科会を開催。 

     ９月２４日 第３回高齢障害分科会を開催。 
     ９月２５日 第２回選挙管理分科会を開催。 

第４回農政分科会を開催。 
第２回民税収納及び第４回国保年金合同分科会を開催。 

     ９月２６日 第４回林政水産分科会を開催。 
第３回総務人事分科会を開催。 

     ９月２９日 市町村長会議を開催。 
       時間：午後１時１５分～  

会場：岩船地域広域事務組合応接室 
第５回農政分科会を開催。 

     ９月３０日 第４回農業委員分科会を開催。 
     １０月 １日 第２回資産税分科会を開催。 
     １０月 ２日 第２回議会監査分科会を開催。 
     １０月 ３日 第２回村上市岩船郡６市町村新市建設計画策定委員会を開催。 

       時間：午前１０時００分～  
会場：岩船地域広域事務組合講堂 

第１回議会監査事務部会を開催。 
第５回学校教育分科会を開催。 

     １０月 ６日 第１回土木建築部会を開催。 
第１回農委･産業部会を開催。 
第４回高齢障害分科会を開催。 

     １０月 ７日 第１回企画広域部会を開催。 
第１回総務財政部会を開催。 

     １０月 ８日 第３回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
       時間：午後６時３０分～ 会場：朝日村総合体育館 
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       協議第３号の１ 新市名称募集要項について（継続協議） 
       協議第５号 議会議員の任期及び定数の取扱いについて 

（継続協議） 
       協議第７号 条例、規則の取扱いについて 
       協議第８号 公共的団体の取扱いについて 
       その他 
第１回税政部会を開催。 

     １０月 ９日 第１回教育部会を開催。 
     １０月１０日 第２回住民福祉部会を開催。 
     １０月１４日 基幹電算システム打合せ会議を開催。 

       時間：午後１時３０分～ 会場：村上市役所大会議室 
     １０月１５日 第３回上水道分科会を開催。 
     １０月１６日 第３回住民分科会を開催。 
     １０月１７日 第４回総務人事分科会を開催。 
     １０月２１日 第３回村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会を開催。 

       時間：午前１０時００分～ 会場：岩船地域広域事務組合 
     １０月２２日 上水道企業会計検討会を開催。 

第５回社会教育分科会を開催。 
     １０月２４日 市町村長会議を開催。 

       時間：午後３時００分～  
会場：岩船地域広域事務組合応接室 

     １０月２７日 第３回村上市岩船郡６市町村新市建設計画策定委員会を開催。 
       時間：午前１０時００分～  

会場：岩船地域広域事務組合講堂 
     １０月２８日 第３回商工観光分科会を開催。 
     １０月２９日 第２回社会体育分科会を開催。 
     １０月３０日 長野県諏訪郡町村会視察来訪。 

第２回土木建設部会を開催。 
第３回電算分科会を開催。 
第２回民税収納･国保年金合同分科会を開催。 

     １０月３１日 第２回企画広域部会を開催。 
      第３回防災交通分科会を開催。 

     １１月 １日 新市名称の公募を開始。 
       募集期間：１１月１月（土）～１２月１日（月） 

     １１月 ５日 第３回住民福祉部会を開催。 
     １１月 ６日 第５回総務人事分科会を開催。 
     １１月 ７日 第４回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 

       時間：午後６時３０分～ 会場：山北町民会館 
       協議第６号の２ 農業委員会委員の任期及び定数の取扱
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いについて（継続協議） 
       協議第９号 慣行の取扱いについて 
       協議第１０号 地域審議会の取扱い 
       協議第１１号 消防団の取扱いについて 
       協議第１２号 地方税の取扱いについて 
       協議第１３号 電算システムの取扱いについて 
       協議第１４号の１ 各種事務事業の取扱いついて 
       その他 

     １１月１０日 第２回農委産業部会を開催。 
第２回税政部会を開催。 

     １１月１１日 任期満了に伴う荒川町長選挙及び同町議会議員選挙が告示された。

投開票日１６日。 
第２回教育部会を開催。 

     １１月１２日 第４回電算分科会を開催。 
     １１月１２日 

      １３日 
基幹電算システムデモンストレーションを実施。 

     １１月１６日 荒川町長選挙において、新人の大矢寅三氏が当選した。合わせて新

たな町議会議員も決まる。 
     １１月１７日 第２回総務財政部会を開催。 
     １１月１９日 第４回村上市岩船郡６市町村合併協議会幹事会を開催。 

       時間：午後１時３０分～ 会場：岩船地域広域事務組合 
     １２月 ５日 ６市町村長会議を開催。 

       時間：午前１１時００分～  
会場：岩船地域広域事務組合応接室 

第３回村上市岩船郡６市町村新市名候補選定委員会を開催。 
       時間：午後３時３０分～ 会場：村上市役所第４会議室 

     １２月 ７日 第５回村上市岩船郡６市町村合併協議会を開催。 
       時間：午後１時３０分～ 会場：パルパーク神林 
       協議事項：村上市岩船郡６市町村合併協議会の今後の運営

について 
     １２月１７日 荒川町議会において法定協議会廃止議案が提案され、採決の結果、

賛成６名、反対１１名により否決された。 
粟島浦村議会において法定協議会廃止議案が提案され、継続審議と

なった。 
     １２月１９日 村上市議会において法定協議会廃止議案が提案され、継続審議とな

った。 
朝日村議会において法定協議会廃止議案が提案され、継続審議とな

った。 
     １２月２５日 山北町議会において法定協議会廃止議案が提案され、継続審議とな
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った。 
平成 16年 1月 27日 ６市町村長と正副議長との懇談会。 

       会場：岩船地域広域事務組合 
     ２月 ３日～ 

２月１５日 
村上市で合併に関する住民説明会を実施。 
       会場：市内１１会場 

     ２月１６日～ 
      ２月２５日 

村上市で住民アンケート調査を実施。 
       [１８歳以上、回答率７０.１％ 

→５市町村での合併に賛成７０.５％] 
     ３月１０日 ６市町村長と正副議長との懇談会 

       内容：村上市から合併提案内容の説明 
       会場：岩船地域広域事務組合 

     ３月１８日 ４市町村（神林村･朝日村･山北町･粟島浦村）より、村上市提案に

対する意向表明。 
     ３月３０日 ６市町村長と正副議長との懇談会。 

       内容：村上市提案、４町村提案の内容について協議 
       会場：岩船地域広域事務組合 

 


