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年 月 日 会　議　名 会　場 内　　　　　　容

15 ２ 26 １市５町議会代表懇談会 八日市市 ・ 各市町における合併に対する考え方について
　●合併の必要性
　●期限内での合併の実現
　●生活圏域による合併
　以上の点について共通認識であることを確
認するとともに、蒲生町に対して参加の意向
打診を行うことを確認する。

15 ３ ４ １市５町議会代表懇談会 八日市市 ・枠組みの確認と今後の取り組みについて
　● １市５町の枠組みで合併に向けた取り組

みを進める。
　● 議会から行政への働きかけを行い、首長

も交えた会議を開催する。　
　以上の点について確認する。

15 ３ 27 １市５町首長・議会代表
合併懇談会

八日市市 ・今後の取り組みについて
　●５月に任意協議会を設置
　●６月議会に、法定協議会設置の議決
　●７月には、法定協議会に移行
　●合併検討会を設置
　● 事務レベルにおいて協議会設置の準備や
事前事業の実施を進める。

　●４月１日付で職員派遣を行う。
　以上の点について確認する。

合併協議会設置までの経緯
　一旦白紙に戻された東近江地域の合併議論であるが、各市町ともこれからの地方分権時代に対応する
ためには、市町村合併は避けて通ることのできない課題であるとの共通認識は持っていた。
　しかし、それぞれの市町では合併協議が破綻した影響から行政から合併枠組みを決定することが難し
い状況でもあった。
　そこで八日市市議会が中心となり、日常生活圏域など共通の認識をもち、合併に対して住民が違和感
をもたない地域での合併が可能かどうか研究を始めた。
　この研究の結果、八日市市、蒲生町、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町の１市５町が合併特例法
期限内での合併が可能な枠組みではないかとの結論を出され、それぞれの首長に報告をされた。

合併の実現に向って4
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合併検討会の設置
　議会からの報告を受け、１市５町では職員による合併検討会を平成15年４月に設置することで協議を
進めていたが、蒲生町が同一郡で共通したまちづくりを進めてきた日野町の動向もあり、結論を出すま
での時間が必要との考えを示され、蒲生町の参画には門戸を開けておくこととし、残った１市４町で先
行することとなり、１市４町から職員を派遣し事務局を立ち上げ、各市町担当者とともに種々合併協議
への準備を開始した。

年 月 日 会　議　名 会　場 内　　　　　　容

15 ４ １ 合併検討会設置
事務局への職員派遣

15 ４ ９ １市５町合併検討会 八日市市 ・規約、規程等について
・事務事業の調整について
・将来構想の策定について

15 ４ 21 １市５町合併検討会 八日市市 ・第１回任意協議会について
　●協議会報告・協議・提案事項について
・事務事業調整方針について
・まちづくり計画について

15 ４ 24 事前幹事会 八日市市 ・第１回任意協議会について
　●協議会報告・協議・提案事項について

15 ４ 28 １市４町首長・議会代表
合併検討会

八日市市 ・合併協議に向けて
　●１市４町による協議会の設置
　● 蒲生町の参加については、第２回協議会を
目途に蒲生町が判断される結果に基づく。

　● 枠組みは、蒲生町を含めた１市５町とする。
　以上の点を確認
・任意協議会設置について
　●協議会規約
　●今後の日程等
　●組織概要
　以上の点について協議し、確認する。

15 ５ １ １市４町首長会議 八日市市 ・協議会役員について
　●会長　　八日市市長
　●副会長　蒲生町長
　　　　　　永源寺町長
　　　　　　五個荘町長
　　　　　　愛東町長
　　　　　　湖東町長
　以上のとおり決定する。
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年 月 日 会　議　名 会　場 内　　　　　　容

15 ５ １ １市４町首長・議会代表
合併検討会

八日市市 ・第１回任意協議会の開催について
　●協議会の内容について
　●提出議案について
　以上の内容について協議、調整を行う。

15 ５ ７ １市４町合併検討会 八日市市 ・任意協議会委員について
・ 第２回任意協議会の開催内容、議案について

１．会議の開催

　⑴合併検討会会議の開催
　⑵議会代表懇談会及び首長・議会代表合併検討会の開催
　⑶その他会議（首長会議、助役会議、企画担当者会議等）の開催

２．諸事業

　⑴事務事業調整事業
　　・事務事業比較調書の作成
　　　　平成15年４月７日～４月30日
　　・専門部会、分科会の設置及び開催
　　　　＜専門部会・分科会長合同会議開催＞
　　　　　　企画部会　　　　　　平成15年５月２日　　愛東町役場
　　　　　　総務・議会部会　　　平成15年５月２日　　八日市市役所
　　　　　　産業経済部会　　　　平成15年５月６日　　永源寺町役場
　　　　　　健康福祉部会　　　　平成15年５月７日　　八日市市役所
　　　　　　都市建設部会　　　　平成15年５月８日　　湖東町役場
　　　　　　教育部会　　　　　　平成15年５月８日　　五個荘町役場
　　　　　　人権・生活環境部会　平成15年５月９日　　八日市市役所
　　・事務事業調整議案の作成
　⑵新市まちづくり計画の策定
　　・アンケート実施準備作業
　　・財政シミュレーション
　　・主要事業の調整
　　・将来構想素案策定
　　　　＜企画担当課長会議の開催＞
　　　　　　平成15年４月18日・25日、５月９日・５月15日～任協のための削
　⑶協議会設置に向けた事務事業
　　・規約、規程等の作成
　　・協議会議案の作成
　　・その他協議会設置に向け必要なこと
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併検討協議会の設置
　平成15年５月15日、任意の協議会である合併検討協議会を設置し、住民とともに合併協議を開始した。
合併検討会設置時に参画について結論が出ず町執行部、議会とで協議をされていた蒲生町においては、
生活圏をともにする八日市市を核とした合併協議か、また同一郡である日野町との合併か種々検討され
た結果、同一郡で共通したまちづくりを進めてきた日野町との合併協議を選択された。

１．会議の開催

　⑴合併検討協議会の開催

回 開　催　日 会　　　場 内　　　　　　容

第１回
検討協議会

平成15年
　　５月15日

八日市市
　八日市商工会議所

・委嘱状交付
・委員紹介
＜報告＞
・ 設置までの経過、規約、役員、協定項目、協
議日程等について

＜報告事項＞
・各種規程について
＜協議事項＞
・協議会各種規程について
・事業計画及び予算について
・ 新市まちづくり計画策定方針、住民アンケー
トの実施、策定委員会規程について

＜提案事項＞
・合併の方式について
・合併の期日について
・新市の名称について

第２回
検討協議会

　　５月29日 永源寺町
　 ふるさと文化体験
学習館

＜協議事項＞
・合併の方式について
・合併の期日について
・新市の名称について
＜提案事項＞
・新市の事務所の位置について
・一般職の職員の身分の取扱いについて
・特別職の身分の取扱いについて

第３回
検討協議会

　　６月26日 永源寺町
　地域産業振興会館

＜報告＞
・法定協議会の設置について
・ 新市まちづくり計画策定に係るアンケート調
査、策定委員会委員募集の状況について
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回 開　催　日 会　　　場 内　　　　　　容

＜報告事項＞
・新市名称候補選定小委員会報告について
＜協議事項＞
・新市の事務所の位置について
・一般職の職員の身分の取扱いについて
・特別職の身分の取扱いについて
＜提案事項＞
・議会の議員の定数及び任期の取扱いについて
・ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いに
ついて

・町名、字名の取扱いについて
・慣行の取扱いについて
・電算システム事業について

第４回
検討協議会

　　８月27日 愛東町
　 総合福祉センター
じゅぴあ

＜報告事項＞
・事業報告について
＜協議事項＞
・歳入歳出決算の認定について

　⑵小委員会の開催

委 員 会 名 開 催 日 内　　　　　容

新市名称候補選定小委員会 平成15年６月16日 ・役員選出
・新市名称決定までのスケジュールについて
・新市名称選定基準及び募集要項について
・新市名称募集パンフレットについて

　⑶幹事会の開催

回 開　催　日 主　な　内　容

第１回幹事会 平成15年５月22日 ・第２回合併検討協議会の開催内容、議案について
・合併重点支援地域の指定について

第２回幹事会 平成15年６月19日 ・第３回合併検討協議会の内容、議案について
・合併重点支援地域指定、県職員派遣について

第３回幹事会 平成15年７月24日 ・第１回法定協議会の内容と議案について

　⑷担当者会議の開催
　　・開催数　　３回
　　・内　容　　協議会及び幹事会の協議事項の事前協議及び事務調整全般
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　⑸その他会議

会　議　名 開　催　日 内　　　　　容

首長・議会代表合同会議 平成15年５月26日 ・蒲生町の参画について
・第２回合併検討協議会の開催内容、議案について
・合併重点支援地域の指定について

平成15年６月23日 ・第３回合併検討協議会の内容、議案について

２．情報提供事業

　⑴ホームページの開設
　　ア）開設日　　　　平成15年５月15日
　　イ）内　容　　　　１市４町のすがた、協議会会議（開催状況、資料、会議録）
　　　　　　　　　　　協議会の概要、協議会だより、意見コーナー
　　ウ）アクセス状況　5,884件（平成15年７月末現在）

　⑵情報紙の発行
　　ア）「協議会だより」の発行
　　　　・第１号　　平成15年５月20日発行　発行部数：30,000部、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行方法：新聞折り込み
　　　　・第２号　　平成15年６月13日発行　発行部数：26,000部、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行方法：自治会長配布
　　イ）「協議会だより増刊号」の発行
　　　　・No. １　　 平成15年７月16日発行　発行部数：31,000部
　　　　　　　　　　発行方法：地方紙の紙面買い取りによる新聞折り込み）

　⑶住民説明会用資料の作成
　　　１市４町の住民説明会開催状況
　　　・八日市市　　平成15年５月29日～６月８日
　　　・永源寺町　　平成15年６月10日～６月18日
　　　・五個荘町　　平成15年５月30日～６月８日
　　　・愛東町　　　平成15年５月23日～６月３日
　　　・湖東町　　　平成15年６月２日～６月12日
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３．調査研究事業

　⑴先進地視察研修
　　ア）期　日　　　平成15年７月15日
　　イ）研修先　　　兵庫県養父郡４町（平成16年４月１日合併、養父市）
　　　　　　　　　　人口30,110人
　　ウ）研修内容　　事務事業の調整内容、まちづくり計画等
　　エ）参加者　　　事務局職員６名

　⑵県内協議会への研修
　　ア）期　日　　　平成15年７月15日・16日
　　イ）研修先　　　甲賀郡合併協議会
　　ウ）研修内容　　まちづくり計画について（会議傍聴及び事務局訪問）
　　エ）参加者　　　事務局職員３名

４．合併協議推進事業

　⑴新市名称募集
　　・募集パンフレット作成部数　　27,000部
　　・応募用紙配布方法　　　　　　自治会長配布
　　・応募期間　　　　　　　　　　平成15年７月15日～８月20日まで
　　・周知方法　　　　　　　　　　報道機関へ記事提供。各市町広報紙へ掲載依頼
　　・専用応募箱設置　　　　　　　１市４町公共機関に50箇所設置
　　・応募総数　　　　　　　　　　1,996通（有効数）

　⑵新市まちづくり計画の策定
　　ア）アンケート調査の実施
　　　　・調査方法：郵送による発送及び回収
　　　　・調査期間：平成15年６月13日～６月30日
　　　　・発送、回収状況
　　　　＜一般＞

発 送 数 回 収 数 回 収 率

１市４町全体 11,762名 4,907名 41.72％

八日市市 2,593名 902名 34.79％

永源寺町 2,223名 984名 44.26％

五個荘町 2,405名 1,025名 42.62％

愛東町 2,198名 1,032名 46.95％

湖東町 2,343名 901名 38.45％

（不明63名）
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　　　　＜中学生＞

発 送 数 回 収 数 回 収 率

１市４町全体 878名 281名 32.00％

八日市市 493名 121名 24.54％

永源寺町 63名 27名 42.86％

五個荘町 128名 51名 39.84％

愛東町 79名 43名 54.43％

湖東町 115名 39名 33.91％
　　
イ）新市まちづくり計画策定委員会設置
　　　　＜策定委員の公募＞
　　　　・公募チラシ作成（自治会長配布）
　　　　・公募状況　　募集期間　平成15年５月30日～６月23日
　　　　　　　　　　　応募状況　46名
　　　　　　　　　　　　　　　　（内訳：八日市市22名・永源寺町６名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五個荘町10名・愛東町３名、湖東町５名）
　　　　・選考方法　　１次選考（書類審査）　　平成15年６月26日
　　　　　　　　　　　２次選考（公開抽選会）　平成15年６月30日
　　　　＜策定委員会の開催＞
　　　　①第１回策定委員会
　　　　　開 催 日：平成15年７月12日
　　　　　会　　場：八日市市役所別館　大ホール他
　　　　　主な内容：次のとおり　参加者29名
　　　　　　　　　　・委嘱状交付
　　　　　　　　　　・委員長、副委員長の選任
　　　　　　　　　　　委 員 長：飯尾　文右衛門　（協議会委員）
　　　　　　　　　　　副委員長：上　川　裕　子　（協議会委員）
　　　　　　　　　　　副委員長：谷　口　浩　志　（学識経験者）
　　　　　　　　　　・意見交換　４班に分けたグループ別、全体会
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　　　　②タウンウォッチング
　　　　　 　新市まちづくり計画を検討する上で、１市４町の現状を知るため、各市町の主要施設や資

源等を学ぶ見学会を２回に分けて実施した。（１日で全市町を巡る同一行程で実施）
　　　　　　日　　　程：平成15年７月19日
　　　　　　　　　　　　平成15年７月25日　参加委員数　18名
　　　　　　主な見学先：八日市市…大凧会館、布引運動公園、蛇砂川（新川・現川）
　　　　　　　　　　　　永源寺町…地域産業振興会館、杠葉尾、蛭谷、政所支所、図書館
　　　　　　　　　　　　五個荘町…てんびんの里、伝統建造物保存地区金堂、繖公園
　　　　　　　　　　　　愛東町…マーガレットステーション、おくのの運動公園、福祉センター
　　　　　　　　　　　　湖東町…探検の殿堂、ＫＣＮ局、読合堂郷づくり　　　他
　　　　③第２回策定委員会
　　　　　開 催 日：平成15年７月30日
　　　　　会　　場：愛東町総合福祉センターじゅぴあ　会議室･研修室他
　　　　　主な内容：次のとおり　参加者28名
　　　　　　　　　　・第１回策定委員会およびタウンウォッチングの報告
　　　　　　　　　　・意見交換（分野別グループ別）

　　ウ）企画担当課長会議の開催
　　　　平成15年５月16日・23日

　　エ）新市まちづくり計画策定支援業務の委託
　　　　・内　容　　アンケート調査、策定委員会資料作成及び運営、将来構想検討資料作成
　　　　・委託業者選定方法　　４社による企画提案から選定
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５．事務事業調整事業

　⑴電算システムの統合
　　・内　容　　　電算システム基本設計業務に係る現況調査
　　・委託業者選定方法　　３社による提示説明による選定

　⑵専門部会設置及び開催
　　・総務部会　　　　　　２回
　　・企画部会　　　　　　３回
　　・人権部会　　　　　　５回
　　・生活環境部会　　　　４回
　　・健康福祉部会　　　　２回
　　・都市建設部会　　　　２回
　　・産業経済部会　　　　３回
　　・教育部会　　　　　　４回
　　・議会部会　　　　　　４回

　⑶分科会の設置及び開催
　　・分科会設置　　　58分科会
　　・延べ開催数　　　243回（平成15年５月～７月）

　⑷事務事業調整議案の作成

　⑸条例、規則等の一覧表の作成

６．その他

　⑴法定協議会設置に向けた事務事業
　　ア）規約、規程等の作成
　　イ）協議会議案の作成
　　ウ）その他協議会設置に向け必要なこと

　⑵滋賀県市町村合併重点支援地域指定の申請
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八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町合併協議会の設置
　八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町の１市４町は平成15年６月27日に任意の合併検討協
議会から法定の合併協議会に移行し、本格的に合併を目指した協議を開始した。
　今回の協議では、各市町において合併は避けて通ることのできない課題であるとの共通認識をもち、
合併は必要との強い意志のもと、協議が進められた。

１．会議の開催

　⑴合併協議会の開催

回 開　催　日 会　　　場 内　　　容

第１回
合併協議会

平成15年７月31日 五個荘町
　てんびんの里文化
　学習センター

・ 委嘱状交付
＜報告＞
・ 規約、協定項目について
＜報告事項＞
・ 各種規程について
＜協議事項＞
・ 協議会各種規程について
・ 平成15年度事業計画及び予算について
・ 任意協議会決定事項の再協議
・ 議会の議員の定数及び任期の取扱いにつ
いて

・ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱
いについて

・ 町名、字名の取扱いについて
・ 慣行の取扱いについて
・ 電算システム事業について
＜提案事項＞
・ 財産の取扱いについて
・ 地方税の取扱いについて
・ 一部事務組合等の取扱いについて
・ 条例、規則等の取扱いについて
・ 公共的団体等の取扱いについて
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回 開　催　日 会　　　場 内　　　容

第２回
合併協議会

平成15年８月27日 愛東町
　総合福祉センター
　じゅぴあ

＜報告事項＞
・ 新市名称候補選定小委員会報告について
・ 新市まちづくり計画に係る住民アンケー
トについて

・ 新市まちづくり計画策定委員会について
＜協議事項＞
・ 財産の取扱いについて
・ 地方税の取扱いについて
・ 一部事務組合等の取扱いについて
・ 条例、規則等の取扱いについて
・ 公共的団体等の取扱いについて
＜提案事項＞
・ 組織及び事務機構の取扱いについて
・ 消防防災関係事業について
・ 交通政策事業について
・ 姉妹都市、国際交流事業について
・ コミュニティ施策について

第３回
合併協議会

平成15年９月25日 湖東町
　みすまの館

＜報告事項＞
・ 新市名称候補選定小委員会報告について
＜協議事項＞
・ 組織及び事務機構の取扱いについて
・ 消防防災関係事業について
・ 交通政策事業について
・ 姉妹都市、国際交流事業について
・ コミュニティ施策について
＜提案事項＞
・ 人権対策関係事業について
・ 生活環境事業について

第４回
合併協議会

平成15年10月30日 八日市市
　八日市商工会議所

＜報告事項＞
・ 新市まちづくり計画（素案）について
＜協議事項＞
・ 人権対策関係事業について
・ 生活環境事業について
・ 新市の名称について
＜提案事項＞
・ 使用料、手数料等の取扱いについて
・ 補助金、交付金等の取扱いについて
・ 広報広聴関係事業について
・ 上・下水道事業について
・ 病院（診療所）関係事業について
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回 開　催　日 会　　　場 内　　　容

・ 国民健康保険事業について
・ 保健衛生事業について

第５回
合併協議会

平成15年11月27日 永源寺町
　地域産業振興会館

＜報告事項＞
・ 新市まちづくり計画について
＜協議事項＞
・ 使用料、手数料等の取扱いについて
・ 補助金、交付金等の取扱いについて
・ 広報広聴関係事業について
・ 上・下水道事業について
・ 病院（診療所）関係事業について
・ 国民健康保険事業について
・ 保健衛生事業について
＜提案事項＞
・ 高齢者福祉事業について
・ 介護保険事業について
・ 障害者福祉事業について
・ 児童福祉事業について
・ 生活保護事業について
＜その他＞
・ 先進地視察研修報告について
・ アンケート調査報告書配布

第６回
合併協議会

平成15年12月25日 五個荘町
　てんびんの里
　文化学習センター

＜報告事項＞
・ 事務局規程の一部改正について
＜協議事項＞
・ 高齢者福祉事業について
・ 介護保険事業について
・ 障害者福祉事業について
・ 児童福祉事業について
・ 生活保護事業について
＜提案事項＞
・ 建設関係事業について
・ 都市計画関係事業について
・ 農林水産関係事業について
・ 商工・観光・労政関係事業について
＜その他＞
・ シンポジウム開催結果概要報告

第７回
合併協議会

平成16年１月29日 湖東町
　みすまの館

＜報告事項＞
・ 新市まちづくり計画（素案）の意見募集
結果について
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回 開　催　日 会　　　場 内　　　容

＜協議事項＞
・ 建設関係事業について
・ 都市計画関係事業について
・ 農林水産関係事業について
・ 商工・観光・労政関係事業について
＜提案事項＞
・ 学校教育事業について
・ 社会教育事業について
＜その他＞
・ 新市名称代表者賞及び候補名賞の発表に
ついて

第８回
合併協議会

平成16年２月26日 愛東町
　総合福祉センター
　じゅぴあ

＜協議事項＞
・ 学校教育事業について
・ 社会教育事業について
・ 新市建設計画（新市まちづくり計画）に
ついて

＜その他＞
・ 今後の日程について

第９回
合併協議会

平成16年３月25日 永源寺町
　地域産業振興会館

＜報告事項＞
・ 町（丁目）名について
・ 合併協定書について
＜協議事項＞
・ 新市建設計画（新市まちづくり計画）に
ついて

・ 平成16年度事業計画及び予算について

第10回
合併協議会

平成16年４月28日 五個荘町
　てんびんの里
　文化学習センター

・ 合併協定調印式について
・ 住民説明会の開催状況について
・ 公共的団体の取り組み状況について
＜協議事項＞
・ 市章デザインの決定方法について

第11回
合併協議会

平成16年７月29日 八日市市
　八日市商工会議所

＜報告＞
・ 合併関連議案の議決及び合併申請につい
て

・ 合併啓発事業について
＜報告事項＞
・ 公共施設の名称について
・ 町（丁目）名について
・ 市章デザイン募集中間報告及び市章選考
委員会委員について
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回 開　催　日 会　　　場 内　　　容

・ 平成15年度事業報告について
＜協議事項＞
・ 平成15年度歳入歳出決算の認定について
・ 特別職報酬等検討委員会の設置について

第12回
合併協議会

平成16年９月30日 愛東町
　総合福祉センター
　じゅぴあ

＜報告事項＞
・ 市章デザイン選考委員会報告について
・ 組織及び事務機構について
・ 公共施設の使用料について
＜その他＞
・ 特別職報酬等検討委員会委員について
・ 住所変更に伴う手続き（国・県関係）に
ついて

第13回
合併協議会

平成16年10月28日 永源寺町
　地域産業振興会館

・ 廃置分合の決定について
＜報告事項＞
・ 町（丁目）名について
＜協議事項＞
・ 新市の市章について
＜その他＞
・ 住所変更に伴う手続き（市関係その他）に
ついて

・ ＣＡＴＶ事業の推進について

第14回
合併協議会

平成16年11月25日 湖東町
　みすまの館

・ 廃置分合の告示について
＜報告事項＞
・ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱
いについて

・ 地方税の取扱いについて
・ 特別職報酬等検討委員会報告について
＜その他＞
・ 協議会の廃止時期について
・ まちづくりのつどいについて

第15回
合併協議会

平成17年１月27日 八日市市
　八日市商工会議所

＜報告＞
・ 合併に伴う官公庁の管轄変更について
＜報告事項＞
・ 東近江市長職務執行者について
・ 平成16年度事業実績（中間）報告について
・ 平成16年度歳入歳出決算（中間）報告に
ついて

＜確認事項＞
・ 非常勤特別職の報酬について
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　⑵小委員会の開催

委 員 会 名 開　催　日 内　　　　　容

新市名称候補選定小委員会 平成15年８月22日 ・新市名称募集結果について
・名称候補の絞り込みについて

平成15年９月18日 ・名称候補の絞り込みについて
・名称の最終選定方法について

新市まちづくり計画策定委員会 平成15年７月12日
　　　　７月30日
　　　　８月７日
　　　　８月20日
　　　　９月８日
　　　　９月22日
　　　　10月 1日
　　　　10月16日
　　　　10月20日
　　　　11月17日

・新市まちづくり意見交換
・新市の将来像について
・新市まちづくり計画（素案）について

※タウンウォッチング
　平成15年７月19日・25日

新市市章デザイン選考委員会 平成16年８月２日 ・新市名称募集結果について
・名称候補の絞り込みについて

平成16年８月31日 ・第１次選考～第３次選考について
・名称の最終選定方法について

平成16年９月22日 同　　上

平成16年11月16日 ・市章ロゴ、字体等について

新市特別職報酬等検討委員会 平成16年９月３日 ・報酬の考え方、スケジュールについて
・三役・教育長の報酬について
・行政委員会の報酬について
・議会議員の報酬について
・報告書について

平成16年９月28日

平成16年10月６日

平成16年10月26日
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　⑶幹事会の開催

回 開　催　日 主　な　内　容

第１回幹事会 平成15年７月24日 ・第１回合併協議会の内容と議案について

第２回幹事会 平成15年８月21日 ・第２回合併協議会の内容と議案について

第３回幹事会 平成15年９月18日 ・第３回合併協議会の内容と議案について

第４回幹事会 平成15年10月23日 ・第４回合併協議会の内容と議案について

第５回幹事会 平成15年11月20日 ・第５回合併協議会の内容と議案について

第６回幹事会 平成15年12月18日 ・第６回合併協議会の内容と議案について

第７回幹事会 平成16年１月22日 ・第７回合併協議会の内容と議案について

第８回幹事会 平成16年２月19日 ・第８回合併協議会の内容と議案について

第９回幹事会 平成16年３月18日 ・第９回合併協議会の内容と議案について

第10回幹事会 平成16年４月22日 ・第10回合併協議会の内容と議案について

第11回幹事会 平成16年５月24日 ・廃置分合関連議案、管轄変更要望について

第12回幹事会 平成16年６月17日 ・ 平成15年度実績報告、特別職の報酬調整方針について

第13回幹事会 平成16年７月22日 ・第11回合併協議会の内容と議案について

第14回幹事会 平成16年８月19日 ・ 合併準備事業と負担金、住所変更に伴う手続きについて

第15回幹事会 平成16年９月22日 ・ 第12回合併協議会の内容と議案について

第16回幹事会 平成16年10月21日 ・ 第13回合併協議会の内容と議案について

第17回幹事会 平成16年11月17日 ・ 第14回合併協議会の内容と議案について
・ 合併準備について

第18回幹事会 平成16年12月20日 ・ 東庁舎について
・ 庁舎移動スケジュールについて
・ 非常勤特別職の報酬について

第19回幹事会 平成17年１月20日 ・第15回合併協議会の内容と議案について

　⑷専門部会・分科会の開催
　　＜専門部会＞　・企画部会　　　　　　９回
　　　　　　　　　・総務部会　　　　　　９回
　　　　　　　　　・生活環境部会　　　　13回
　　　　　　　　　・健康福祉保険部会　　24回
　　　　　　　　　・都市建設部会　　　　13回
　　　　　　　　　・産業経済部会　　　　23回
　　　　　　　　　・教育部会　　　　　　16回
　　　　　　　　　・人権部会　　　　　　19回
　　　　　　　　　・議会部会　　　　　　15回
　　＜分科会＞　　　58分科会　　　延べ1,001回
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　⑸担当者会議の開催
　　・開催数　　33回
　　・内　容　　協議会及び幹事会の協議事項の事前協議及び事務調整全般

　⑹その他会議

会　議　名 開　催　日 内　　　　　容

首長・助役会議 平成15年８月25日 ・イントラネット整備について
・地域情報基盤整備
・ＣＡＴＶ事業について

平成15年10月11日 ・新市まちづくり計画、財政計画について

平成16年１月26日 ・合併準備の取り組み体制について
・合併協定調印式について

平成16年２月23日 ・庁舎整備について
・電算統合について

平成16年３月22日 ・庁舎整備について
・合併協定調印式について
・予算決算の考え方について

平成16年４月26日 ・人事検討方針について

平成16年５月28日 ・庁舎整備について
・組織（素案）について

平成16年６月24日 ・特別職報酬等調整方法について
・勧奨退職方針、平成17年度職員採用について

平成16年７月26日 ・指定金融機関について
・新築庁舎の名称について（東庁舎に決定）
・公共施設の使用料について
・行政委員会委員について

平成16年８月26日 ・新市の組織、事務機構について

平成16年９月27日 ・新市予算編成方針について
・公共施設使用料の減免基準について
・町名の変更について

平成16年10月25日 ・新市舎のゾーニングについて

平成16年11月22日 ・専決条例について
・合併特例交付金申請について
・公印について

平成16年12月24日 ・合併準備について

平成17年１月24日 ・合併準備について
・市長職務執行者について
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会　議　名 開　催　日 内　　　　　容

首長・議会代表合同会議 平成15年７月28日 ・第１回合併協議会の内容と議案について

平成15年８月25日 ・第２回合併協議会の内容と議案について

平成15年９月22日 ・第３回合併協議会の内容と議案について

平成15年10月27日 ・第４回合併協議会の内容と議案について

平成15年11月25日 ・第５回合併協議会の内容と議案について

平成15年12月22日 ・第６回合併協議会の内容と議案について

平成16年１月26日 ・第７回合併協議会の内容と議案について

平成16年２月23日 ・第８回合併協議会の内容と議案について

平成16年３月22日 ・第９回合併協議会の内容と議案について

平成16年４月26日 ・第10回合併協議会の内容と議案について

平成16年５月28日 ・廃置分合関連議案、管轄変更要望について

平成16年７月26日 ・第11回合併協議会の内容と議案について

平成16年９月27日 ・第12回合併協議会の内容と議案について

平成16年11月22日 ・第14回合併協議会の内容と議案について

平成17年１月24日 ・第15回合併協議会の内容と議案について
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２．合併手続き

　⑴合併協定調印式
　　期　　　日：平成16年５月20日
　　会　　　場：八日市商工会議所
　　調　印　者：１市４町各市町長
　　特別立会人：滋賀県知事
　　立　会　人：合併協議会委員
　　参　列　者：１市４町議会議員、地元選出県議会議員、新市まちづくり計画策定委員会委員他

　⑵合併議決
　　平成16年６月25日（１市４町の６月定例議会において議決）

　⑶合併（廃置分合）申請
　　期　日：平成16年７月29日
　　場　所：滋賀県庁知事室

　⑷滋賀県議会合併議決
　　平成16年10月18日（滋賀県議会９月定例議会において議決）

　⑸滋賀県知事合併決定及び総務大臣への届出
　　平成16年10月18日

　⑹総務大臣の告示
　　平成16年11月18日
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３．情報提供事業

　⑴ホームページの開設
　　ア）開設日　　　　平成15年６月27日（合併検討協議会からの継続開設）
　　イ）内　容　　　　・１市４町のすがた
　　　　　　　　　　　・協議会会議（開催状況、資料、会議録）
　　　　　　　　　　　・協議会の概要
　　　　　　　　　　　・協議会だより
　　　　　　　　　　　・意見コーナー
　　　　　　　　　　　・合併ＱアンドＡ
　　　　　　　　　　　・新市まちづくり計画と意見募集、シンポジウム内容
　　　　　　　　　　　・市章デザイン
　　ウ）アクセス状況　　　72,060件（平成17年２月10日現在）

　⑵情報紙の発行
　　ア）「協議会だより」の発行
　　　　・発行部数：26,000部
　　　　・発行方法：自治会長配布
　　　　・発 行 日：第３号　　　平成15年８月13日
　　　　　　　　　　第４号　　　平成15年10月15日
　　　　　　　　　　第５号　　　平成15年12月12日
　　　　　　　　　　特集号　　　平成16年１月15日
　　　　　　　　　　第６号　　　平成16年３月12日
　　　　　　　　　　第７号　　　平成16年４月15日
　　　　　　　　　　特集号　　　平成16年６月11日
　　　　　　　　　　第８号　　　平成16年８月16日
　　　　　　　　　　第９号　　　平成16年10月15日
　　　　　　　　　　臨時号　　　平成16年11月５日
　　　　　　　　　　特集号　　　平成16年12月15日
　　　　　　　　　　最終号　　　平成17年１月28日
　　イ）「協議会だより増刊号」の発行
　　　　・発行方法： 地方紙の紙面買い取りによる新聞折り込み（一部同内容の別途印刷による新聞折

り込み）
　　　　・発行部数：34,600部
　　　　・発 行 日：No. １　　　　平成15年７月16日
　　　　　　　　　：No. ２　　　　平成15年９月17日
　　　　　　　　　　No. ３　　　　平成15年11月19日
　　　　　　　　　　No. ４　　　　平成16年２月18日
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　⑶新市まちづくり計画ダイジェスト版作成、配布
　　・配布時期：平成16年４月
　　・作成部数：30,000部
　　・配布方法：自治会長配布

　⑷その他
　　ア）新市まちづくりシンポジウム開催のお知らせ
　　イ）各市町広報紙等による情報提供
　　ウ）報道機関への資料提供

４．新市まちづくり計画策定

　⑴新市まちづくり計画策定委員会の設置
　　ア）策定委員　　　　　　学識を有する者　　２名
　　　　　　　　　　　　　　一般公募　　　　　18名（応募人数46名）
　　　　　　　　　　　　　　協議会委員　　　　10名
　　イ）委員会の開催　　　　10回及びタウンウォッチング２日
　　ウ）策定委員会報告　　　第４回協議会（平成15年10月30日）

　⑵新市まちづくりシンポジウムの開催
　　ア）開 催 日　八日市市　平成15年12月11日　　311名
　　　　　　　　　永源寺町　平成15年12月19日　　141名
　　　　　　　　　五個荘町　平成15年12月12日　　184名
　　　　　　　　　愛東町　　平成15年12月14日　　221名
　　　　　　　　　湖東町　　平成15年12月13日　　163名
　　イ）内　　容　・合併協議経過の報告
　　　　　　　　　・新市まちづくり計画（素案）の報告
　　　　　　　　　・パネルディスカッション
　　　　　　　　　・質疑応答

　⑶新市まちづくり計画策定に向けた調整
　　ア）主要課題の整理
　　イ）財政シミュレーションの作成
　　ウ）滋賀県等協議　
　　　　・平成16年３月８日　　滋賀県知事に協議
　　　　・平成16年３月23日　　滋賀県知事から回答（異議なし）

　⑷新市まちづくり計画の作成、配布
　　・配布時期：平成16年３月
　　・作成部数：1,500部
　　・配 布 先：協議会委員、各市町関係者他
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５．調査研究事業

　⑴協議会委員先進地視察研修
　　ア）期　　日　平成15年11月５日・６日
　　イ）研 修 先　長野県千曲市
　　ウ）研修内容　・協定項目の協議内容について
　　　　　　　　　・新市建設計画の内容について
　　　　　　　　　・各庁舎の見学
　　エ）参 加 者　委員23名、各市町担当者・事務局職員９名

　⑵事務局先進地視察研修

研修先 長 野 県 千 曲 市 山 口 県 周 南 市 山梨県南アルプス市

期　日 平成15年10月２日 平成15年10月16日 平成15年11月18日

内　容 ・ 新市発足までの取り組み
内容と体制
・ 移行時、発足時の予算編成
・ 組織機構
・ 特別職、行政委員会の取
扱い
・電算統合

・ 新市発足までの取り組み
内容と体制
・ 移行時、発足時の予算編成
・ 住民への情報提供

・ 新市発足までの取り組み
内容と体制

・ 移行時、発足時の予算編成
・ 組織機構

参加者 事務局職員６名 事務局職員４名 事務局職員６名

　⑶ＣＡＴＶ先進地視察研修
　　ア）期　日　　平成16年４月30日
　　イ）研修先　　福井県南条町、小浜市
　　ウ）研修内容　ＣＡＴＶの運営状況について
　　エ）参加者　　ＣＡＴＶ検討チーム委員、事務局職員

　⑷まちづくり協議会先進地視察研修
　　ア）期　日　　平成16年５月18日
　　イ）研修先　　三重県名張市
　　ウ）研修内容　名張市まちづくりの取り組み状況について
　　エ）参加者　　まちづくり担当職員、事務局職員

　⑸農業委員会先進地視察研修
　　ア）期　日　　平成16年６月11日
　　イ）研修先　　岐阜県本巣市
　　ウ）研修内容　合併に伴う農業委員会の調整について
　　エ）参加者　　農業委員会事務局職員

　⑹予算編成等先進地視察研修



46

 東近江市誕生までのあゆみ 

●　　●46●　　●

　　ア）期　日　　平成16年７月14日
　　イ）研修先　　岐阜県本巣市
　　ウ）研修内容　予算調整と合併時の処理について
　　エ）参加者　　財政担当職員

　⑺人事先進地視察研修
　　ア）期　日　　平成16年８月11日・12日
　　イ）研修先　　広島県三次市
　　ウ）研修内容　合併に伴う人事について
　　エ）参加者　　助役、事務局職員

　⑻決算関係先進地視察研修
　　ア）期　日　　平成16年８月31日
　　イ）研修先　　岐阜県本巣市
　　ウ）研修内容　決算要領と会計処理について
　　エ）参加者　　会計担当職員

　⑼開閉庁式視察
　　ア）期　日　　平成16年９月30日及び10月１日
　　イ）視察先・内容
　　　　・閉庁式について…石部町、甲西町、水口町、土山町、野洲町
　　　　・開庁式について…甲賀市、湖南市、野洲市
　　ウ）参加者　　事務局職員

　⑽専門チームの設置
　　ア）組織及び事務機構の検討
　　　　・検討会議の開催
　　　　・組織・機構の整備方針案作成
　　イ）庁舎整備の検討
　　　　・検討会議の開催
　　　　・庁舎整備計画の策定
　　ウ）予算決算の検討
　　　　・検討会議の開催
　　　　・合併前後における予算及び決算の基本方針の検討
　　エ）例規の整備
　　　　・例規審査の実施
　　オ）電算統合の調整
　　　　・電算統合に向けた協議
　　カ）電話整備の検討
　　　　・新市の電話整備に向けた現況調査及び整備計画の検討
　　キ）ＣＡＴＶ事業の検討
　　　　・平成18年度秋の開局に向けた整備計画及び実施計画の検討



新市名称募集チラシ
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　⑾委託業務
　　ア）例規の整備業務
　　イ）電算システム基本計画策定業務
　　ウ）庁舎整備計画策定業務
　　エ）地域イントラネット整備計画策定

６．その他

　⑴新市名称募集
　　ア）期　間　平成15年７月15日～８月20日
　　イ）対　象　全国
　　ウ）方　法　１市４町募集チラシを各戸配布
　　　　　　　　ホームページに掲載
　　　　　　　　公募専門誌に掲載依頼
　　エ）応募数　総数：1,996
　　　　　　　　種類：   698
　⑵合併に伴う国県等への管轄区域の変更要望
　⑶住所変更に伴う手続きに関する調査と周知
　⑷開庁式の企画・準備
　⑸広域行政機関との連絡調整
　⑹合同研修会の実施（議会・職員）
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会規約　

（設置）
第 １条　八日市市、永源寺町、五個荘町、愛東町及び湖東町（以下「１市４町」という。）は、地方自
治法（昭和22年法律第67号）第252条の２第１項及び市町村の合併の特例に関する法律（昭和40年法
律第６号）第３条第１項の規定に基づき、合併協議会を置く。

（名称）
第 ２条　この合併協議会の名称は、八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会（以下
「協議会」という。）とする。
２　この協議会の略称を東近江１市４町合併協議会とする。

（担任事務）
第３条　協議会の担任する事務は、次に掲げるとおりとする。
　⑴１市４町の合併に関する協議
　⑵１市４町の合併に伴う新市建設計画の作成
　⑶前２号に掲げるもののほか、１市４町の合併に関し必要な事項

（協議会の事務所の位置）
第４条　協議会の事務所は、八日市市に置く。

（組織）
第５条　協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

（会長及び副会長）
第 ６条　会長及び副会長は、１市４町の長が協議により、次条第１項の規定に基づき委員となるべき者
の中から、これを選任する。
２　会長及び副会長は、非常勤とする。

（委員）
第 ７条　委員は、次の者（前条第１項の規定により会長及び副会長に選任された者を除く。）をもって
充てる。
　⑴１市４町の長
　⑵１市４町の議会が選出する議員各２名
　⑶１市４町の長が協議して定めた学識経験を有する者22名以内
２　委員は、非常勤とする。

（会長及び副会長の職務）
第８条　会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
２　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
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（会議）
第９条　協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。
２ 　会議の開催日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に
通知しなければならない。

（会議の運営）
第10条　会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
２　会長は、会議の議長となる。
３　前２項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

（関係職員等の出席）
第11条　会長は､必要に応じて関係職員等を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。

（小委員会）
第12条　協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
２　小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

（幹事会）
第13条　協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
２　幹事会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（専門部会）
第14条　第３条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
２　専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（附属機関）
第15条　協議会は、第３条各号に掲げる事項を遂行するため、協議会に附属機関を置くことができる。
２　附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

（事務局）
第16条　協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
２　協議会の事務に従事する職員は、１市４町の長が協議して定めた者をもって充てる。
３　事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

（経費の負担）
第17条　協議会の経費は、１市４町で均等に負担するものとする。
２　１市４町は、前項の規定による負担金を年度開始後速やかに協議会に納付しなければならない。

（財務に関する事項）
第18条　協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。



協議会 事務局

・幹事会 協議会に提案する事項、各種事務事業について、
 協議・調整及び専門部会の進行管理を行う。

・専門部会 事務事業等比較結果をもとに、事務事業の協議・
 調整を行う。
 また、各種行政計画の協議・調整を行う。

・分科会 専門部会の指示により、事務事業の各項目について
 協議・調整を行い、その結果を部会に報告する。

・附属機関 住民参加を促進し、新市建設計画などにその意見
 を反映するため、協議会の附属機関として設置する。

事務局長

事務局次長
（議案、資料提供）

（指示等）

（調整・指示）　　　（情報提供、協議、指示等）

（協議・連携）
（情報提供）

1市 4町各種会議
・首長・議会代表会議
・首長会議
・助役（収入役）会議
・各種担当課長会議
・担当者会議　等々

総務部会
企画部会
人権部会
生活環境部会
産業経済部会
健康福祉保険部会
都市建設部会
教育部会
議会部会

分科会
分科会
分科会

専 門 部 会

合併協議会 小 委 員 会

計画策定附属機関

幹　事　会

八日市市議会
永源寺町議会
五個荘町議会
愛東町議会
湖東町議会

八日市市
永源寺町
五個荘町
愛東町
湖東町

八日市市
永源寺町
五個荘町
愛東町
湖東町

総務班

主幹 1
班員 3
臨職 1

計画班

主幹（1）
班員 2

調整班

主幹 1
班員 4

情報化
推進班

主幹 1
班員 2
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（監査）
第 19条　協議会の出納の監査は、会長の属する市又は町の監査委員に委嘱して監査を行う。この場合に
おいて、監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

（報酬及び費用弁償）
第 20条　協議会の会長、副会長、委員及び監査委員は、報酬及びその職務を行うために要する費用弁償
を受けることができる。
２　前項に定める報酬及び費用弁償の額並びに支給方法等については、会長が会議に諮り別に定める。

（協議会解散の場合の措置）
第 21条　協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった
ものがこれを決算する。

（補則）
第22条　この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

　　付　則
１　この規約は、告示の日から施行する。（平成15年６月27日施行）
２ 　協議会が設けられた年度の予算に関しては、第17条第２項中「年度開始後」とあるのは「協議会の
予算成立後」と読み替えるものとする。

合併協議会組織図
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八日市市・永源寺町・五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会委員名簿
役　職 区　　　　分 氏　　名 所　　　　　属
会　長

市町の長

中村　功一 八日市市長
副会長 (職務代理者)

副会長

宮部　庄七 湖 東 町 長
久田元一郎 永源寺町長
前田　清子 五個荘町長
権並　　清 愛 東 町 長 (H15.５.15 ～ H15.７.15)
植田茂太郎 愛 東 町 長 (H15.７.16 ～

委　員

市町の議会から
推薦された議員

松下　修治 八日市市議会 (H15.５.15 ～ H15.８.21)
志井　　弘 八日市市議会 (H15.８.22 ～
髙村　与吉 八日市市議会
高橋辰次郎 永源寺町議会
𠮷澤　克美 永源寺町議会
西村　　實 五個荘町議会 (H15.５.15 ～ H15.10.16)
寺村　茂和 五個荘町議会 (H15.10.17 ～
杉山　忠蔵 五個荘町議会
密谷要一郎 愛東町議会 (H15.５.15 ～ H16.２.18)
山本　　清 愛東町議会 (H16.２.19 ～
植田茂太郎 愛東町議会 (H15.５.15 ～ H15.６.23)
鈴村　重史 愛東町議会 (H15.６.24 ～
小嶋柳太郎 湖東町議会 (H15.５.15 ～ H15.10.５)
植田　　勲 湖東町議会 (H15.10.６～
西澤　英治 湖東町議会

学識経験を有する者 織田　直文 京都橘女子大学文化政策学部教授
西田　　弘 滋賀県東近江地域振興局長

各市町から推薦
された住民代表

椙森　幸子

八日市市武久　健三
田中　敏彦
山田儀左衛門
飯尾文右衛門

永源寺町市田重太郎
小西　龍二
疋出みゑ子
足立　　進

五個荘町辻　　裕子
平居　貞夫
三輪　高裕
上川　裕子

愛　東　町川瀬　重雄
川副　清厚
清水　雅晴
植田　善夫

湖　東　町清水　重一
野村　 一
廣田　綾子
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合併に関する協議結果

　平成15年７月31日に開催した第１回合併協議会において合併の期日等承認後、平成16年４月28日に開
催した第10回合併協議会までに、新市まちづくり計画（新市建設計画）を含めた42項目の合併協定項目
すべてにおいて承認を得、協議結果が整った。

新市まちづくり計画（新市建設計画）

　合併協議会では、１市４町合併後のまちづくりの将来ビジョンとなる、新市まちづくり計画を策定し、
平成16年７月～８月にかけて１市４町全戸にダイジェスト版を配布するなど、住民に広く周知を図った。
　新市まちづくり計画は、協議会委員10名、一般公募による委員18名、アドバイザー２名で構成される
「新市まちづくり計画策定委員会」を設置し、平成15年７月12日に第１回策定委員会を開催後計10回の
委員会を開き、慎重かつ濃密な協議を重ね、11月17日新市まちづくり計画原案をつくりあげたものであ
る。その後住民からの意見聴取、滋賀県協議を経て、平成16年３月25日開催の第９回合併協議会で承認
された。



首長調印 調印式出席者

合併協定調印後知事とともに
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新市の名称

　新市の名称は、平成15年５月29日開催の第２回合併検討協議会において、新市名称候補選定小委員会
を設置し、名称を公募し決定することとなった。
　６月16日、第１回新市名称候補選定小委員会を開催し、名称公募要領、選考基準等決定し、７月15日
から８月20日までの間公募を行った結果、全国から1996通698種類の名称の応募があった。
　その後、８月22日、９月18日の２回の小委員会で名称候補を「東近江市」「神愛市」「あかね市」「東
びわこ市」「みどり市」の５点とし、10月30日開催の第４回合併協議会で３回の投票により「東近江市」
が新市の名称として決定された。

合併協定調印式

　約１年に及ぶ協議の結果、新市まちづくり計画（新市建設計画）を含めた42項目の合併協定項目すべ
ての確認が完了し、平成16年５月20日、八日市商工会議所において、合併協定調印式が挙行された。
　調印式では、國松善次滋賀県知事立会いのもと、合併協議会委員、各市町議会議員、新市まちづくり
計画策定委員、関係者のほか、来賓として地元選出の滋賀県議会議員、県関係者が出席する中、１市４
町長により合併協定書に調印が行われた。
　また知事とともに、協議会委員が立会人署名を行い、今後の新市の発展を祈念して、知事と１市４町
長の握手が交わされた。
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合併議決

　平成16年６月25日１市４町議会において合併（廃置分合）関連議案が議決された。
　・１市４町の廃置分合について
　・１市４町の廃置分合に伴う財産処分について
　・１市４町の廃置分合に伴う経過措置について（議会の議員の在任特例）
　・１市４町の廃置分合に伴う議会の議員の定数について

議案第　　号

八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町
の廃置分合について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第１項の規定により、平成17年２月11日から八日市市、
神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町を廃し、その区域をもって東近江市
を設置することを滋賀県知事に申請することについて、同条第５項の規定により、議会の議決を求
める。

　　平成16年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市・町長

議案第　　号

八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町の
廃置分合に伴う財産処分に関する協議について　　　　　　　　　　　　　

　平成17年２月11日から八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町
を廃し、その区域をもって東近江市を設置することに伴う財産処分を地方自治法（昭和22年法律第
67号）第７条第４項の規定により、別紙のとおり八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知
郡愛東町及び同郡湖東町と協議のうえ定めることについて、同条第５項の規定により、議会の議決
を求める。

　　平成16年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市・町長
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議案第　　号

八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町の
廃置分合に伴う経過措置に関する協議について　　　　　　　　　　　　　

　平成17年２月11日から八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町
を廃し、その区域をもって東近江市を設置することに伴い、市町村の合併の特例に関する法律（昭
和40年法律第６号）に基づく経過措置を別紙のとおり八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、
愛知郡愛東町及び同郡湖東町と協議のうえ定めることについて、同法第７条第４項において準用す
る同法第６条第８項の規定により、議会の議決を求める。

　　平成16年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市・町長

議案第　　号

八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町の
廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について　　　　　　　　　

　平成17年２月11日から八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町
を廃し、その区域をもって東近江市を設置することに伴い、東近江市の議会の議員の定数について、
地方自治法（昭和22年法律第67号）第91条第７項の規定により、別紙のとおり八日市市、神崎郡永
源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町と協議のうえ定めることについて、同条第10
項の規定により、議会の議決を求める。

　　平成16年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　市・町長
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合併（廃置分合）の申請と滋賀県知事の処分決定及び総務大臣告示

　１市４町議会における、合併（廃置分合）関連議案の議決後、平成16年７月29日、１市４町長連名に
より、滋賀県知事に対し合併（廃置分合）の申請が行われ、10月18日の滋賀県議会において１市４町の
合併（廃置分合）議案が議決された。またこの議決を受け、同日付で知事より廃置分合の決定書が交付
されるとともに、知事から総務大臣へ「東近江市」を設置する旨の届出が行われた。
　知事から総務大臣への届出後、11月18日付けの官報により、平成17年２月11日の１市４町の合併（廃
置分合）が告示された。

合併（廃置分合）申請書

八 合 推 第 ３ ２ 号
永 総 第 １ ２ ６ ８ 号
五 総 第 １ ２ ３ ５ 号
愛 東 合 推 第 ２ ２ 号
湖 企 財 発 第 ３ ２ 号

平成16年(2004年）７月29日

滋賀県知事　國　松　善　次　様
八日市市長　　中　村　功　一　　
永源寺町長　　久　田　元一郎　　
五個荘町長　　前　田　清　子　　
愛 東 町 長　　植　田　茂太郎　　
湖 東 町 長　　宮　部　庄　七　　

八日市市、神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町の
廃置分合について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（申請）

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第７条第１項の規定により、平成17年２月11日から八日市市、
神崎郡永源寺町、同郡五個荘町、愛知郡愛東町及び同郡湖東町を廃し、その区域をもって東近江市
を設置したいので、関係書類を添えて申請します。

　関係書類
　１　新市名及び名称選定の理由　　　　　　　　　６　新市建設計画
　２　新市の事務所の位置及び選定の理由　　　　　７　関係議決書、協議書及び会議録の写
　３　合併予定年月日　　　　　　　　　　　　　　８　1市4町の現況表
　４　廃置分合を必要とする理由　　　　　　　　　９　市の要件に関する調書
　５　合併協定書の写　　　　　　　　　　　　　　10　施設等の現況写真及び関係図面



1市4町合併許可

1市4町合併告示
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