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鷹巣町・合川町・森吉町・阿仁町合併協定調印式次第 

 
日 時：平成１６年１０月１９日（火） 

                                              午前１０時００分 

場 所：鷹巣町中央公民館 

 
 
１．開  式 

 

２．経過報告及び        阿仁町助役   吉 田  茂 

   合併協定の内容説明 

 

３．調  印          鷹巣町長    岸 部  陞 

                 合川町長    佐 藤 修 助 

                 森吉町長    松 橋 久太郎 

                 阿仁町長    濱 田  章 

 

 

４．特別立会人署名       秋田県知事   寺 田 典 城  様 

 

５．立会人紹介         合併協議会委員 

 

 

６．主催者あいさつ       鷹巣町長    岸 部  陞 

                 合川町長    佐 藤 修 助 

                 森吉町長    松 橋 久太郎 

                 阿仁町長    濱 田  章 

 

７．来賓祝辞          秋田県知事   寺 田 典 城  様 

 

８．来賓紹介 

 

９．祝電披露 

 

１０．閉  式 



年　　月　　日 会議及び事業の名称等 内　　　　　容　　　　等

平成１５年　５月２７日
鷹巣阿仁地域合併検討準備会への参加呼び
かけ

　　　　　　　 ６月　９日 総務企画担当課長会議
準備会立ち上げのための担当課長会議（５
町村の合併主管課長）、準備会要綱案につ
いて協議

　　　　　　　 ６月２３日 第１回鷹巣阿仁地域合併検討準備会
準備会要綱案、会長・副会長の互選、今後
のスケジュール等の確認等

　　　　　　　 ７月１８日 第２回鷹巣阿仁地域合併検討準備会
準備会要綱の改正について、準備会予算に
ついて等協議

　　　　　　　 ８月　１日 第３回鷹巣阿仁地域合併検討準備会
任意合併協議会の規約等について、準備会
補正予算について、業者選定について等協
議

　　　　　　　 ８月１３日 第４回鷹巣阿仁地域合併検討準備会
委託事業のスケジュールについて、任意合
併協議会予算（案）について等協議

　　　　　　　 ８月２８日 第５回鷹巣阿仁地域合併検討準備会
任意合併協議会委員について、新市将来構
想検討委員について、事務局職員体制につ
いて等協議

　　　　　　　 ９月２５日 第６回鷹巣阿仁地域合併検討準備会
第１回任意合併協議会の進め方について等
協議

年　　月　　日 会議及び事業の名称等 内　　　　　容　　　　等

平成１５年　９月３０日
鷹巣阿仁地域任意合併協議会設立合意
書調印式

任意合併協議会調印式

　　　　　　　 ９月３０日 第１回鷹巣阿仁地域任意合併協議会
規約案について、役員の選出について、事
業計画・予算案について等協議

　　　　　　　 ９月３０日
秋田県合併重点指定地域の指定を受け
る

第１回鷹巣阿仁地域任意合併協議会におい
て県より指定書を交付

　　　　　　 １０月１４日 第１回新市将来構想検討委員会
将来構想検討委員規定、現状課題の説明・
今後の進め方等について協議

　　　　　　 １０月１７日 第２回新市将来構想検討委員会 新市将来構想（素案）について協議

　　　　　　 １０月２１日 第３回新市将来構想検討委員会 新市将来構想（案）について協議

　　　　　　 １０月２７日 第４回新市将来構想検討委員会 新市将来構想（案）について協議

　　　　　　 １０月２８日 新市将来構想案答申
新市将来構想検討委員会檜森委員長より、
岸部任意合併協議会会長へ将来構想案答申

　　　　　　 １０月２９日 第２回鷹巣阿仁地域任意合併協議会
新市将来構想案について、新市財政シミュ
レーション案について等協議

 １１月１０～１２月９日 合併に関する住民座談会 構成４町による住民座談会

 １１月１０～１２月２４日 合併に関する住民アンケート配布開始

～鷹巣阿仁地域合併検討準備会～

～鷹巣阿仁地域任意合併協議会（任意協議会）～



年　　月　　日 会議及び事業の名称等 内　　　　　容　　　　等

　　　　　　 １１月１３日 第３回鷹巣阿仁地域任意合併協議会
法定協議会の名称について、委員構成につ
いて、財政シミュレーション報告書等協議

平成１６年　１月　７日 第４回鷹巣阿仁地域任意合併協議会 住民アンケート結果報告

　　　　　　　 １月２３日 第５回鷹巣阿仁地域任意合併協議会
協議会に関する議決、規約案、事業計画
案、予算案について

　　　　　　　 １月２６日 鷹巣町・森吉町・阿仁町臨時議会 法定合併協議会を決議

　　　　　　　 １月２９日 合川町臨時議会 法定合併協議会を決議

年　　月　　日 会議及び事業の名称等 内　　　　　容　　　　等

平成１６年　２月　９日 法定合併協議会協議書調印式 法定合併協議会協議書調印

　　　　　　　 ２月　９日 第１回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：規約及び規程、協定項目、事業計
画、予算について

　　　　　　　 ３月　２日 第２回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：合併の方式、合併の期日、新市の名
称の決定方法、新市の名称の選定方法、新
市の事務所の位置

　　　　　　　 ４月１５日 第３回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：規程の一部改正、新市名称公募、名
称選考委員会、補正予算について

　　　　　　　 ４月２８日 第４回鷹巣阿仁地域合併協議会

確認：財産の取扱い、農業委員会の委員の
定数及び任期の取扱い、地方税の取扱い、
一般職の職員の身分の取扱い、条例・規則
等の取扱い

　　　　　　　 ５月１７日 第５回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：特別職の身分の取扱い、事務組織及
び機構の取扱い、使用料、手数料の取扱い

　　　　　　　 ６月　２日 第６回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：新市の名称、使用料の取扱い、公共
的団体等の取扱い、補助金、交付金等の取
扱い

　　　　　　　 ７月　１日 第７回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：議会の議員の定数及び任期の取扱
い、介護保険事業の取扱い、行政区の取扱
い

　　　　　　　 ７月１６日 第８回鷹巣阿仁地域合併協議会

確認：合併の期日、町名、字名の取扱い、
地域審議会、水道事業の取扱い、電算シス
テム事業、広報・広聴、姉妹都市・国際交
流事業、商工・観光事業、地域振興事業、
納税関係、交通関係事業、消防防災事業、
生活環境事業

　　　　　　　 ８月　６日 第９回鷹巣阿仁地域合併協議会

確認：消防団の取扱い、障害者福祉事業、
児童福祉事業、その他福祉事業、保健衛生
事業、農林水産関係事業、都市計画関係事
業、建設関係事業、学校の通学区域、学校
教育事業、社会教育事業

　　　　　　　 ８月２４日 第１０回鷹巣阿仁地域合併協議会

　　　　　　　 ９月１８日 第１１回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：一部事務組合等の取扱い、国民健康
保険事業の取扱い、高齢者福祉事業の取り
扱い、児童福祉事業の取扱い

～鷹巣阿仁地域合併協議会（法定協議会）～



年　　月　　日 会議及び事業の名称等 内　　　　　容　　　　等

　　　　　　　 ９月３０日 第１２回鷹巣阿仁地域合併協議会
確認：病院事業について、新市まちづくり
計画（案）について、合併協定書（案）に
ついて

　　　　　　　 １０月１日 新市まちづくり計画（案）協議書提出 新市まちづくり計画（案）を県に正式協議

　　　　　　　 １０月７日 第１３回鷹巣阿仁地域合併協議会 確認：合併協定書について

　　　　　　 １０月１２日 県が新市まちづくり計画（案）承認 秋田県市町村合併支援本部で承認

　　　　　　 １０月１５日
新市まちづくり計画（案）について知
事より回答

秋田県知事より異存のない旨回答受理

　　　　　　 １０月１９日 第１４回鷹巣阿仁地域合併協議会 確認：新市まちづくり計画について

　　　　　　 １０月１９日
鷹巣町・合川町・森吉町・阿仁町合併
協定書調印式

合併協定調印式



【来　賓】 （敬称略、順不同）

役　職　名 氏　　名 備　　考

秋　田　県　知　事 　寺　田　典　城

秋田県議会議員 　北　林　照　助

秋田県議会議員 　津　谷　永　光

秋田県町村会　副会長 　吉　田　光　明 田代町長

北秋田郡町村会　会長 　川　口　　博 小坂町長

北秋田郡町村議会議長会　副会長 　小　林　俊　悦 上小阿仁村議会議長

秋田県企画振興部長 　渡　部　文　靖

秋田県企画振興部　市町村合併支援室長　加　藤　和　隆

秋田県北秋田地域振興局総務企画部長 　松　田　信　義

【合併協議会委員】

役　職　名 氏　　名 備　　考

会　　　長 　岸　部　　陞 鷹　巣　町　長

副　会　長 　佐　藤　修　助 合　川　町　長

副　会　長 　松　橋　久太郎 森　吉　町　長

副　会　長 　濱　田　　章 阿　仁　町　長

第２号委員 　清　水　修　智 鷹巣町議会議長

第２号委員 　簾　内　順　一 鷹巣町議会議員

第２号委員 　千　葉　文　吉 鷹巣町議会議員

第２号委員 　佐　藤　吉次郎 合川町議会議長

第２号委員 　吉　田　芳　雄 合川町議会副議長

第２号委員 　和　田　三九郎 合川町議会議員

第２号委員 　庄　司　憲三郎 森吉町議会議長

第２号委員 　桜　井　忠　雄 森吉町議会議員

第２号委員 　春　日　一　文 森吉町議会議員

第２号委員 　山　田　博　康 阿仁町議会議長

第２号委員 　山　田　賢　三 阿仁町議会議員

第２号委員 　小　林　精　一 阿仁町議会議員

第３号委員 　檜　森　　正 鷹巣町学識経験者

第３号委員 　今　野　　實 鷹巣町学識経験者

第３号委員 　和　田　テヱ子 鷹巣町学識経験者

第３号委員 　成　田　道　胤 合川町学識経験者

第３号委員 　小笠原　　聡 合川町学識経験者

第３号委員 　鈴　木　孝　子 合川町学識経験者

第３号委員 　佐　藤　金　正 森吉町学識経験者

第３号委員 　片　山　信　隆 森吉町学識経験者

第３号委員 　畠　山　愼　咲 森吉町学識経験者

鷹巣町・合川町・森吉町・阿仁町合併協定調印式出席者名簿



役　職　名 氏　　名 備　　考

第３号委員 　佐　藤　昭　春 阿仁町学識経験者

第３号委員 　三　杉　営　子 阿仁町学識経験者

第３号委員 　菊　地　忠　雄 阿仁町学識経験者

第４号委員 　石　井　　護 秋田県北秋田地域振興局長

【監査委員】

役　職　名 氏　　名 備　　考

監査委員 　平　川　忠　夫 合川町代表監査委員

監査委員 　庄　司　直　紀 阿仁町代表監査委員

【新市将来構想検討委員】

役　職　名 氏　　名 備　　考

将来構想検討委員 　佐　藤　つじ子 鷹　巣　町

将来構想検討委員 　後　藤　久　美 合　川　町

将来構想検討委員　 　武　石　篤　正 森　吉　町

将来構想検討委員　 　高　杉　春　枝 森　吉　町

【議会議員】

役　職　名 氏　　名 備　　考

鷹巣町議会議員 　吉　岡　　興 副　議　長

鷹巣町議会議員 　中　嶋　洋　子

鷹巣町議会議員 　松　尾　秀　一

鷹巣町議会議員 　沢　田　一　文

鷹巣町議会議員 　三　沢　定　幸

鷹巣町議会議員 　小　坂　和　子

鷹巣町議会議員 　武　藤　忠　孝

鷹巣町議会議員 　原　田　醇　一

鷹巣町議会議員 　佐　藤　文　信

鷹巣町議会議員 　中　林　藤一郎

鷹巣町議会議員 　相　馬　　勤

鷹巣町議会議員 　小　畠　博　行

鷹巣町議会議員 　藤　島　康　二

鷹巣町議会議員 　中　嶋　力　蔵

鷹巣町議会議員 　鈴　木　茂　雄

鷹巣町議会議員 　佐　藤　重　光

鷹巣町議会議員 　長　崎　克　彦

合川町議会議員 　吉　田　　勇

合川町議会議員 　成　田　誠　治



役　職　名 氏　　名 備　　考

合川町議会議員 　三　浦　克　昭

合川町議会議員 　杉　渕　茂　秋

合川町議会議員 　畠　山　冨　男

合川町議会議員 　金　田　　司

森吉町議会議員 　多賀谷　専　一 副　議　長

森吉町議会議員 　黒　沢　芳　彦

森吉町議会議員 　松　岡　忠　義

森吉町議会議員 　森　澤　徳　夫

森吉町議会議員 　武　石　一　男

森吉町議会議員 　松　田　光　朗

森吉町議会議員 　秋　元　修　一

森吉町議会議員 　武　石　隆　憲

森吉町議会議員 　森　川　賢　蔵

森吉町議会議員 　柴　田　林之助

森吉町議会議員 　新　林　弘　夫

森吉町議会議員 　森　川　勇　一

阿仁町議会議員 　梅　邑　長之助 副　議　長

阿仁町議会議員 　中　村　信　一

阿仁町議会議員 　吉　田　仁吉郎

阿仁町議会議員 　鈴　木　謙　一

阿仁町議会議員 　伊　東　昇　一

阿仁町議会議員 　柴　田　　誠

阿仁町議会議員 　泉　　一　雄

阿仁町議会議員 　松　橋　悦　治

阿仁町議会議員 　月　居　博　明

【町村関係】

役　職　名 氏　　名 備　　考

鷹巣町助役 　惠比原　　脩 合併協議会副幹事長

鷹巣町収入役 　河　田　弘　美

鷹巣町教育長 　三　沢　　仁

鷹巣町総務課長 　今　畠　健　一 合併協議会幹事

鷹巣町まちづくり政策課長 　村　上　儀　平 合併協議会幹事

合川町助役 　工　藤　　博 合併協議会副幹事長

合川町収入役 　桜　田　幸　男

合川町教育長 　工　藤　弘　職

合川町総務課長 　松　岡　宗　夫 合併協議会幹事

合川町総務課主席課長補佐 　杉　渕　敬　輝 合併協議会幹事

森吉町助役 　柴　田　信　勝 合併協議会副幹事長

森吉町教育長 　三　浦　多加稔



役　職　名 氏　　名 備　　考

森吉町総務課長 　加　賀　隆　久 合併協議会幹事

森吉町企画観光課長 　奈　良　尚　里 合併協議会幹事

阿仁町助役 　吉　田　　茂 合併協議会幹事長

阿仁町教育長 　佐　藤　哲　也

阿仁町総務企画課長 　鈴　木　美千英 合併協議会幹事

阿仁町財務課長 　田　口　惣　一 合併協議会幹事


