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報告第１号 
活動経過について 

 
 

風連町・名寄市合併協議会の活動経過について、次のとおり報告する。 
 

平成 16 年 11 月 9 日 

 
風連町・名寄市合併協議会 

     会長 島  多 慶 志 
 
 

風連町・名寄市合併協議会活動経過報告 
 

１．運営小委員会 
（１）第１回小委員会 

・開催日時 １１月 ２日（火）午前１０時～ 
     ・開催場所 風連町役場 第２委員会室 
     ・会議内容 ① 基本項目等検討小委員会の協議未了項目について 

 
２．新市建設計画小委員会 
  （１）第６回小委員会 

・開催日時 １０月 ８日（金）午後６時～  
・開催場所 名寄市民文化センター 視聴覚室 
・会議内容 ① 新市財政推計について 

           ② 市立名寄短期大学の４大化計画について 
           ③ 新市建設計画小委員会懇談会のまとめについて 
  （２）第７回小委員会  

・開催日時 １０月２９日（金）午前９時 30分～ 
・開催場所 風連町役場 大会議室 
・会議内容 ① 財政推計について 
      ② 新市建設計画について 

（３）第８回小委員会 
・開催日時 １１月 ３日（水）午前９時 30分～ 
・開催場所 風連町役場 大会議室 
・会議内容 ① 新市建設計画について 
      ② 新市財政推計について 
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３．基本項目等検討小委員会 
（１）第８回小委員会 

・開催日時  ９月 １日（水）午後６時～   
・開催場所 名寄市民文化センター 視聴覚室 
・会議内容 ①継続協議事項 

         Ｂ合併特例法に定める協議項目 
          (4) 一般職の職員の身分の取扱について 
          (6) 地方税の取扱について 
         Ｃその他必要な協議項目 
          (1) 特別職の身分の取扱について 
           (5) 慣行の取扱について 
（２）第９回小委員会 

・開催日時  ９月１３日（月）午後６時～  
・開催場所 風連町役場 大会議室 
・会議内容 ①継続協議事項 

Ｂ合併特例法に定める協議項目 
(6) 地方税の取扱について 

Ｃその他必要な協議項目 
 (6) 国民健康保険事業の取扱について 

  (7) 介護保険事業の取扱について 
②新規協議事項 

            Ｂ合併特例法に定める協議項目 
              (5) 一部事務組合等の取扱について 
            Ｃその他必要な協議項目 
             (2) 条例・規則等の取扱について 
             (3) 事務組織及び機構の取扱について 
             (4) 町名・字名の取扱について  
（３）第 10回小委員会 

・開催日時  ９月２８日（火）午後６時～  
・開催場所 名寄市民文化センター 視聴覚室 
・会議内容 ①新規協議事項 

Ｂ合併特例法に定める協議項目 
(3) 農業委員会委員の定数及び任期の取扱について 

Ｃその他必要な協議項目 
 (9) 公共的団体等の取扱について 

(12)負担金・補助金等の取扱について 
  (14)各種事務事業の取扱について（建設部会） 

               ・街路灯設置及び電気料について  
               ・公共下水道排水設備改造資金利子補給事務について 
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               ・個別排水処理（合併浄化槽）使用料等について 
  （４）第 11回小委員会 
     ・開催日時 １０月１９日（火）午後６時～ 
     ・開催場所 風連町役場 大会議室 

・会議内容 ①新市財政推計について 
②新規協議事項 

            Ｃその他必要な協議項目 
             (8) 病院・診療所の取扱について 
             (13)公社・第三セクター等の取扱について 
             (14)各種事務事業の取扱について 
               ・街路灯設置及び電気料について（建設部会・継続協議） 
               ・水道料金について（建設部会） 
               ・下水道使用料について（建設部会） 
               ・下水道負担金・分担金について（建設部会） 
               ・水道企業債、下水道事業債の状況（建設部会） 
（５）第 12回小委員会 

     ・開催日時 １０月２２日（金）午後３時～ 
     ・開催場所 名寄市民文化センター 視聴覚室 

・会議内容 ①継続協議項目 
     Ｃその他必要な協議項目 

        (12)補助金、負担金の取扱について 
②新規協議事項 

            Ｃその他必要な協議項目 
             (14)各種事務事業の取扱について 
              ・道路除排雪事業について（建設部会） 
              ・戸籍、住民事務の取扱について（住民生活部会） 
            ・交通安全指導員について（住民生活部会） 

              ・特別養護老人ホーム等の取扱について（保健福祉部会） 
              ・保育料等の取扱について（保健福祉部会） 
              ・消防署関係業務の取扱について 
  （６）第 13回小委員会 
     ・開催日時 １０月２７日（水）午後６時～ 
     ・開催場所 風連町役場 大会議室 
     ・会議内容 ①継続協議項目 

Ｂ合併特例法に定める協議項目 
(6) 地方税の取扱について 

            Ｃその他必要な協議項目 
             (14)各種事務事業の取扱について（保健福祉部会） 
              ・生きがい活動通所支援事業の取扱について 
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              ・外出支援サービス事業の取扱について 
              ・軽度生活援助事業・生活管理指導事業の取扱について 
              ・軽度生活援助事業（除雪サービス事業）の取扱について 
              ・高齢者交通費助成事業の取扱について 
              ・敬老事業の取扱について 
              ・在宅介護支援センターについて 

・介護保険低所得者利用負担軽減対策補助、介護保険料の減免に 
ついて 

              ・各種健診、精密健康診査について 
(14)各種事務事業の取扱について（教育部会） 

              ・施設整備計画の策定について 
              ・学校開放事業について 
              ・教育施設、スポーツ以外の施設の使用料について 
              ・教育施設、スポーツ施設の使用料について 
              ・図書館協議会（図書館の位置付け）について 
              ・学校給食の実施について 
             (14)各種事務事業の取扱について（産業経済部会） 
              ・農業後継者奨学金貸付事業の取扱について 
              ・新規就農者支援事業の取扱について 
              ・嘱託登記業務、手数料の取扱について 
             (14)各種事務事業の取扱について（総務部会） 
              ・定住促進事業の取扱について 

・財産、債務について 
              ・その他の行政バスの取扱について 
              ・固定資産税台帳等閲覧、税務証明に係る手数料について 
（７）第 14回小委員会 
     ・開催日時 １１月 ２日（火）午後２時～ 
     ・開催場所 名寄市役所 大会議室 
     ・会議内容 ①継続協議項目 

Ｂ合併特例法に定める協議項目 
(6) 地方税の取扱について 

Ｃその他必要な協議項目 
             (3) 事務機構及び組織の取扱について 

(14)各種事務事業の取扱について 
              ・保育料の取扱について（保健福祉部会） 
              ・ごみ処理の取扱について（住民生活部会） 
              ・集会施設（地域会館含む）の取扱について（住民生活部会） 
              ・行政区、町内会の取扱について（住民生活部会） 
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（８）第 15回小委員会 
     ・開催日時 １１月 ８日（月）午後１時～ 
     ・開催場所 風連町役場 大会議室 
     ・会議内容 ①継続協議項目 

Ａ基本的な協議項目 
 (3) 新市の名称 
 (4) 事務所の位置 
Ｂ合併特例法に定める協議項目 

(1) 地域審議会及び地域自治組織等の取扱について 
Ｃその他必要な協議項目 
 (3) 事務機構及び組織の取扱 

(14) 各種事務事業の取扱について 
・保育料の取扱について（保健福祉部会） 

 
４．自治組織検討委員会 
（１）第１回委員会 

     ・開催日時  ８月１６日（月）午後１時 30分～ 
     ・開催場所 名寄市民文化センター視聴覚室  

・会議内容 ①委員長、副委員長選出 
      ②風連町・名寄市における地域自治組織の考え方の概要 

  （２）第２回委員会 
     ・開催日時 １０月 ６日（水）午後６時 30分～ 
     ・開催場所 名寄市役所 大会議室 
     ・会議内容 ①合併特例区の設置及び規約の取扱について 
           ②自治区の取扱について 
  （３）第３回委員会 
     ・開催日時 １０月２９日（金）午後３時～ 
     ・開催場所 名寄市役所 大会議室 
     ・会議内容 ①自治区設置の取扱について 
           ②合併規約(案)について 
５．小委員会懇談会 
（１）第３回新市建設計画小委員会懇談会 

     ・開催日時 ８月２０日（金）午後６時３０分～ 
     ・開催場所 風連町役場  

（２）第４回新市建設計画小委員会懇談会 
     ・開催日時 ９月 ２日（木）午後６時～ 
     ・開催場所 名寄市民文化センター 
（３）第５回新市建設計画小委員会懇談会 

     ・開催日時 ９月２１日（火）午後６時～ 
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     ・開催場所 名寄市民文化センター 
（４）第１回運営小委員会懇談会 

     ・開催日時 ８月１９日（木）午後３時３０分～ 
     ・開催場所 名寄市役所 
（５）第２回運営小委員会懇談会 

     ・開催日時 ９月 １日（水）午後６時～ 
     ・開催場所 名寄市役所 
  
６．幹事会・事務局会議 
  （１）第５回会議 
     ・開催日時  ９月 ９日（水）午後３時 30分～ 
     ・開催場所 風連町役場 第２会議室 
     ・会議内容 ①各小委員会の開催及び運営について ほか 
  （２）第６回会議 

・開催日時  ９月２８日（水）午後３時～ 
     ・開催場所 名寄市民文化センター 応接室 
     ・会議内容 ①各小委員会の開催及び運営について ほか 
  （３）第７回会議 

・開催日時 １０月１４日（木）午後１時～ 
     ・開催場所 風連町役場 第２会議室 
     ・会議内容 ①各小委員会の開催及び運営について ほか 
  （４）第８回会議 

・開催日時 １０月２２日（金）午前９時～ 
     ・開催場所 名寄市役所 会議室 
     ・会議内容 ①各小委員会の開催及び運営について ほか 
  （５）第９回会議 

・開催日時 １０月２５日（月）午後５時 30分～ 
     ・開催場所 風連町役場 第２会議室 

・会議内容 ①各小委員会の開催及び運営について ほか 
（６）第 10回会議 

・開催日時 １０月２８日（木）午後６時～ 
     ・開催場所 名寄市役所 

・会議内容 ①各小委員会の開催及び運営について ほか 
（７）第 11回会議 

・開催日時 １１月 ４日（木）午後４時～ 
・開催場所 名寄市民文化センター 
・会議内容 ①合併協議会の開催及び運営について ほか 
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７．住民説明会 
・開催期間  ８月２３日（月）～２８日（土） 
・開催場所 風連町６会場 名寄市６会場 
・説明内容 ①合併までのスケジュール 

           ②協議項目 
           ③新市将来構想 
           ④地域自治組織の概要 
 
８．専門部会 
     １０月 ７日（木） 住民生活専門部会 

１０月１５日（金） 保健福祉専門部会 
     １０月１８日（月） 総務企画専門部会（税務分科会） 
              産業経済専門部会（農政分科会） 
    １０月２０日（水） 総務企画専門部会（財政分科会） 
 
９．広報その他 

１０月２１日（木） 都市計画意見交換会（旭川市・事務局２名出席） 
９月 １日（水） 合併協議会だより（第５号）発行 
１０月 １日（金） 合併協議会だより（第６号）発行 

   １１月 １日（月） 合併協議会だより（第７号）発行 


