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合　併　協　定　書

１　合併の方式

合併の方式は，稲敷郡江戸崎町，同郡新利根町，同郡桜川村及び同郡東町（以下

「４町村」という。）を廃し，その区域をもって新しい市を 置する新 合併とする。

２　合併の期日

合併の期日は，平成１７年３月２２日とする。

３　新市の名称

新市の名称は，稲敷市とする。

４　新市の事務所の位置

（１）新市の事務所の位置は，当分の間，現在の江戸崎町役場とする。

（２）合併に伴う財政支援が受けられる期間内に，新庁舎を建 するものとし，そ

の位置については，新市において検討を行う。

５　財産の取扱い

（１）４町村の所有する財産（土地，建物，債権，債務等）については，すべて新

市に引き継ぐものとする。

（２）浮島並びに古渡財産区有財産については，浮島並びに古渡財産区有財産とし

て，新市に引き継ぐものとする。

６　議会の議員の定数及び任期の取扱い

（１）議会の議員については，市町村の合併の特例に関する法律（昭和４０年法律

第６号。以下「合併特例法」という。）第７条第１項第１号の 定を適用し，合

併後１年９ヶ月間(平成１８年１２月２１日まで)引き続き新市の議会の議員とし
て在任する。

（２）新市の議会の議員の定数は，２６人とする。

７　農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い

新市に１つの農業委員会を置き，４町村の農業委員会の選挙による委員であった

者は，合併特例法第８条第１項第１号の 定を適用し，合併後１１ヶ月間（平成１

８年２月２１日まで）引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在任する。
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８  地域審議会の取扱い
合併特例法第５条の４第１項に 定する地域審議会は， 置しないものとする。

９　地方税の取扱い

（１）個人町村民税，法人町村民税，固定資産税，町村たばこ税については，現行

のとおり新市に引き継ぐものとする。

（２）軽自動車税については，税率について東町の例により，現行のとおり新市に

引き継ぐものとする。

（３）特別土地保有税については，江戸崎町・桜川村の例により，現行のとおり新

市に引き継ぐものとする。

10　一般職の職員の身分の取扱い
（１）４町村の一般職の職員は，新市の職員として引き継ぐものとする。

（２）職員数については，新市において定員適正化 画を策定し，定員管理の適正

化に努めるものとする。

（３）職名については，合併時に調整し，統一を図るものとする。

（４）給与，任用，配置，その他の身分の取扱いについては調整し，統一を図るも

のとする。

11　特別職の職員の身分の取扱い
特別職の身分の取扱いについては，４町村の が別に協議して定めるものとする。

12　条例，ᶉ則等の取扱い
条例， 則等の取扱いについては，合併協議会で協議された各種事務事業の調整

内容等に基づき，次の区分により整備するものとする。

②　合併後，一定の地域に暫定的に施行させる必要のあるもの

③　合併後，逐次制定し施行させるもの

13  事務組織及び機構の取扱い
（１）簡素で効率的な組織・機構とし，管理 や住民サービスの低下を招かない

については，統合を図るものとする。

（２）住民に密着した行政サービス や，各地域における発展を推進・管理する

事業 を各庁舎に残すものとする。

（３）合併時においては，現在の４町村の各庁舎を有効活用した組織・機構とする。

（４）新市の組織・機構については，合併後３年を目途に調整を行うものとする。
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14  一 事務組合等の取扱い

（１）一 事務組合等の取扱いについては，合併の前日をもって組合等から脱退し，

新市において合併の日に加入する。

（２）江戸崎町・新利根町・桜川村・東町介 認定審査会については，合併の前日

をもって廃止し，新市に引き継ぐものとする。

15  使用料，手数料等の取扱い
（１）使用料については，原則として現行のとおりとする。ただし，同一または

似する施 の使用料については，合併後，できる限り統一する方向で調整する。

また，必要に応じて緩和措置を講ずるものとする。

（２）手数料については，住民の一体性の確保を図るとともに住民負担に配慮し，

負担公平の原則により，合併時に統一する。

16  公共的団体等の取扱い
公共的団体等については，新市の一体性を確保するため，各団体の実情を尊重し

ながら，統合・整備について，次のとおり調整に努める。

①　各町村に共通している団体は，できる限り合併時に統合できるよう調整に努

める。

②　統合に時間を要する団体は，将来の統合に向けて検討が進められるよう調整

に努める。

③　各町村独自の団体は，そのあり方について検討し，協議するものとする。

17  補助金，交付金等の取扱い

①　各町村で同一あるいは同種の補助金については，関係団体の理 と協力を得

て，合併時に統一の方向で調整するものとする。

②　各町村独自の補助金については，制度の経緯，実績を踏まえて，新市におい

て調整するものとする。

③　他の補助金等に整理・統合できる補助金については，統合・廃止の方向で調

整するものとする。

18  町名・字名の取扱い
（１）４町村の区域内の町・字の区域及び名称は，従前のとおりとする。ただし，

同一名称及び飛地については，合併時までに調整する。

（２）江戸崎町・桜川村については，「大字」の文字表記を除くものとする。
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19  慣行の取扱い
（１）市章については，新市発 までに４町村で構成する検討機関を けて決定し，

合併時に定める。

（２）

定める。

（３）宣 については，新市において，新たに定める。

20  国民健康保Ở事業の取扱い
（１）国民健康保 税の税率並びに納期については，合併後の新年度から統一する。

なお，国民健康保 税の医療分並びに介 分の賦 限度額，及び軽減割合につ

いては，現行のとおりとする。

（２）保 給付費については，医療給付について国の現行制度のとおりとし，出産

一時金は，現行のとおり３００，０００円に，葬祭費は３０，０００円とする。

（３） 額療養費貸付制度については，現行のとおりとする。

（４）人間ドック等健診補助事業については，合併後の新年度から統一する。

（５）保健事業については，現在実施している町村に準じて，新市においても行う

こととする。ただし，実施内容については，合併後，速やかに統一する。

①　健康優良世帯の表彰については，調整する。

②　フリーダイヤルによる健康相談については，江戸崎町の例により統一する。

③　出産費資金貸付制度については，桜川村の例により統一する。

21  介ἥ保Ở事業の取扱い
（１）保 料は，合併する年度及び翌年度は合併前４町村の 画された保 料とし，

第３期事業 画策定時に再算定し，平成１８年度から新保 料を 定する。

（２）納付方法は現行のとおりとし，納期については，合併後，平成１７年度から

江戸崎町・桜川村・東町の例により統一する。

（３） 額介 サービス費貸付事業については，現行のとおり新市に引き継ぐもの

とする。

（４）認定調査については，現行のとおりとし，調査委託料については，合併後最

初の年度切替え時から改定の方向で調整する。

22  消 災関係事務の取扱い

（１）消 団については，合併時に統合するものとし，１５分団７９ 制とする。

（２）

とする。
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（３） 災行政無線については，合併時に現有機器を利用し，放送を行うものとする。

合併後，周波数を調整し，１波とする。なお，江戸崎町については，個別受信機の

配布，中継アンテナ 置等を行う。

（４）地域 災 画については，合併後，速やかに新市の 画を策定する。それまでは，

現行の地域 災 画により，災害時の対応に万全を期するよう努める。

23　各種事務事業の取扱い
23-1  姉妹 市，国際交流事業

（１）姉妹 市，友好 市については，新市へ引き継ぐものとする。

（２）国際交流事業については，新市発 後，交流内容，助成方法，助成額等を統

一する方向で調整する。

23-2  行政連絡機構
（１）行政連絡機構については，当面は現行のとおりとし，住民と行政との連携が

図れるよう，自治会，行政区，町内会等の組織と協議し，合併後１年を目途に

調整するものとする。

（２）新市に連合会を置き，連合組織については，新市において調整する。

23-3  算システム事業

算システムについては、合併に伴う住民サービスの低下を招かないようシステ

ムを統合し，ネットワークシステムにより運用する。

ただし，単独処理システムについては，合併後，新市において調整する。

23-4  納税関係事業
（１）納期前納付報奨金制度については，合併時に江戸崎町の制度に統一する。

（２）納税組合制度については，合併時に廃止する。

（３）口座振替制度については，合併の翌年度に新市において統一する。

23-5  窓口業務
（１）窓口業務については，合併時に統一し，住民サービスの低下を招かないよう，

各庁舎において，窓口業務を行うものとする。

（２）休日，祝日，夜間，昼休み等の対応については，合併時までに調整を図るも

のとする。

23-6  社会福祉事業
（１）国・県等の法制度に基づくものについては，現行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。
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（２）各町村の事業・制度等の内容に差異があるものについては，現行サービスの

水準を低下させないことを原則に，合併時までに協議・調整を行い統一する。

（３）戦没者 悼式・慰 祭等については，新市において内容等を協議・調整しな

がら， 画・実施する。

23-7  児童福祉事業
（１）国・県等の法制度に基づくものについては，現行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。

（２）各町村の事業・制度等の内容に差異があるものについては，現行サービスの

水準を低下させないことを原則に，合併時までに協議，調整を行い，統一する。

（３）保育料に係る年齢区分，階層区分及び徴収金基準額については，合併時に統

一する。また，保育時間等についても，現行のサービス水準の低下を招かない

よう，合併時に統一する。

（４）次世代育成支援対策地域行動 画については，合併後，新市において調整し，

画を策定する。

23-8  ᾁ齢者福祉事業
（１）国または県が定める制度に基づき実施している事業で，４町村で差異のない

ものについては，現行のとおり新市に引き継ぐものとし，４町村で差異のある

ものについては，合併時までに調整する。

（２）単独事業のうち，４町村ともに実施しているが，内容に差異があるものにつ

いては，新市において調整する。また，一 の町村のみで実施されている事業

については，従来の実績等を尊重しながら，合併時までに調整する。

23-9  健康づくり事業
（１）保健センターについては，施 は現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

ただし，新市において，４ヶ所ある保健センターのうち１ヶ所を基幹保健セン

ターとし，残りの３ヶ所の保健センターは地区保健センターとする。また，各

保健センター間の連携を十分図り，活用していくものとする。

（２）

また，健康教育並びに健康づくり事業については，利用者のニーズに合った学

習が選択できるように調整する。

（３）母子保健事業については，健診内容の充実を図り，合併時に統一する。また，

母子の健康保持・増進のための事業については，個別的及び集団的指導，助

等が十分行えるよう，個別訪問や健康教育等の充実に努める。

（４）予 接種事業については，現行のとおり新市に引き継ぎ，稲敷医師会の協力

の基に合併後調整する。
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23-10 人権・同和対策事業
（１）今まで実施してきた同和対策の経緯を踏まえ，新市においても引き続き取り

組むものとする。

（２）人権教育については，合併後速やかに推進体制を再編し，市 局と連携し

ながら，人権尊重を基本として推進していくものとする。

 

23-11 建 関係事業

（１）町村道については，現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

（２） 市 画区域，市 化区域と市 化調整区域との区域区分及び用途地域につ

いては，現行のとおり新市に引き継ぎ，新市において，必要に応じて見直しを

行うものとする。

（３） 市 画事業については，引き続き新市において実施するものとする。

（４）地籍調査事業については，引き続き新市において実施するものとする。

23-12 環境Ҧ生事業
（１）国または県の定める制度，事業については，現行のとおり新市に引き継ぐも

のとする。

（２）可燃ごみ，不燃ごみ及び資源ごみの収集については，当分の間，現行のとお

りとする。

（３）４町村が実施している事業のなかで，内容に差異のないものは，現行のとお

り新市に引き継ぐものとし，差異のあるものについては，合併時までに調整す

るものとする。

23-13 農林水産関係事業
（１）水田農業構造改革対策事業（転作事業）については，現行のとおり新市に引

き継ぎ，平成１８年度から統一する。

（２）農業資金については，合併時に東町の例により統一する。ただし，合併前に

契約を行ったものについては，従前のとおりの利子補給とする。

（３）農業用廃プラスチック収集処理事業については，合併時に江戸崎町の例によ

り統一する。

（４）土地改良関係事業については，現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

（５）農業振興地域整備区域については，現行のとおりとし，合併後，新市におい

て策定する農業振興地域整備 画に基づき調整する。

（６）農業経営基盤強化促進対策事業については，合併後，新市において調整する。

（７）農産物振興事業については，合併後，新市において調整する。

（８） 市農村交流事業については，合併時までに調整する。
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（９）病害虫予 事業については，合併後，新市において調整する。

（10）有害 獣駆除事業については，合併時に江戸崎地区猟友会へ委託する。

（11）堆肥センターの運営については，現行のとおりとし，合併後，新市において
調整する。

（12）林業関係事業については，現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
（13）漁業関係事業については，現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

23-14 商工・観光関係事業
（１）商工業関係事業については，商工業の振興を図るため，新市において引き続

き事業の推進に努めるものとする。

（２）観光関係事業については，各町村の特色を生かして新市のまちづくりにつな

がるよう調整する。

23-15 上水道事業
（１）水道事業については，現行のとおり新市に引き継ぎ，合併後，できるだけ早

い時期に事業の統合を図る。

（２）上水道事業の水道料金・加入金・手数料については，合併時に統一する。

（３）料金徴収業務については，現行のとおりとし，事業統合時に統一する。

（４）検針業務については，現行のとおりとし，事業統合時に統一する。

（５）桜川村の工業用水事業については，現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

（６）工業用水事業の水道料金・手数料については，現行のとおり新市に引き継ぐ

ものとする。

（７）

（８）簡易水道事業の水道料金・加入金・手数料については，合併時に上水道事業

の料金に合わせる。

（９）その他の水道事務事業については，随時調整し統一する。

23-16 下水道事業
（１）下水道事業については，現行のとおり新市に引き継ぐものとする。

（２）受益者負担金・分担金については，既存の負担区・分担区について現行のと

おり新市に引き継ぐものとする。

（３）公共下水道並びに農業集落排水の使用料については，３年以内を目途に調整

していくものとする。

（４）手数料については，合併時に統一する。
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23-17 町村立学校（園）の通学区域
（１）小・中学校の通学区域については，現行のとおりとし，地域の実情を踏まえ

ながら，必要に応じて見直しを図るよう，合併後に調整する。

（２）幼稚園の入園募集範囲（地区）については，現行のとおりとする。

23-18 学校教育関係事業
（１）幼稚園に関すること

①　保育期間については，合併後に３年保育へ統一する。

②　入園料，授業料及び預かり保育料については，合併時に統一する。

③　預かり保育時間については，合併時に開始が午前７時３０分，終了が午後

６時に統一する。

（２）義務教育に関すること

①　東町のスクールバスについては，当面現行のとおりとし，合併後３年以内

を目途に廃止する。ただし，遠 離通学者への対応については，合併後速や

かに調整に努める。

②　教育相談事業については，新市の拠点となる場所に教育相談室を 置して

業務を行うよう，合併時までに調整する。

③　生活指導員及び障害児介助員については，学校の実情を踏まえながら，合

併時に再編する。

④　要保 ・準要保 児童生徒の認定及び扶助については，合併時に統一する。

（３）教育全般に関すること

①　育英事業については，合併時に東町の例により統一する。

 
23-19 学校給 事業

（１）共同調理場及び単独校調理場については，新市に引き継ぎ，現状の施 を利

用しての運営を基本とし，将来的には，共同調理場及び単独校調理場も含めて

施 整備面等を考慮する中で，総合的に配 区域の見直しを行うものとする。

（２）職員，調理員，栄養士の配置についても，配 区域の見直しに合わせて検討

し調整を行うものとする。

（３）

合併後速やかに統一する。

23-20 生涯学習関係事業 　　

（１）社会教育関係事業については，次のとおり調整するものとする。

①　各種講座・教室等については，地域の特性を活かしながら，全市的な事業

を展開できるよう合併時までに調整する。
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②　文化芸術振興事業については，文化芸術団体等と連携しながら，市民が相

互交流し，効率的な運営等が図れるよう，合併時までに調整する。

③　町村指定文化財については，現行のとおり新市に引き継ぎ，文化財の保 ・

活用に努める。

（２）社会体育関係事業については，次のとおり調整するものとする。

①　体育祭・各種スポーツ大会については，地域の実情を考慮し，新市におい

て，自主運営で行えるよう，合併時までに調整する。

②　スポーツ教室については，広く全市民にスポーツを推進していくために，

現行の事業内容を基本に，合併時までに調整する。

（３）社会教育施 及び社会体育施 については，現行のとおり新市に引き継ぎ，

管理運営方法等については，合併時までに統一する。また，施 予約システム

の導入を検討し，管理体制の統一を図るものとする。

（４）歴史民俗資料 及び歴史民俗資料 事業については，現行のとおり新市に引

き継ぐものとする。

（５）図書 業務については，関係町村に 置されている図書 ，図書室をネット

ワークで結び，最寄りの図書 または図書室の窓口で，全市民の利用しやすい

環境整備を段階的に図るものとする。

（６）生涯学習関連事業全般の整備と推進を図るため，新市において，生涯学習推

進 画を策定するものとする。

24  新市建 Ầ画

新市建 画は，別添「稲敷市まちづくり 画」に定めるとおりとする。
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調　　印　　書

江戸崎町,新利根町,桜川村及び東町は，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 定に基づく江戸崎町・新利根町・桜川村・東町合併協議

会において，上記のとおり合併に関する協議が整ったので，ここに調印する。

平成１６年９月１日

　　　　　　　江戸崎町

新利根町

桜 川 村

東 町
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立　　会　　人

茨城県知事
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合併協議会委員

　江戸崎町議会議

合併協議会委員

　江戸崎町議会議員

合併協議会委員

　江戸崎町議会議員

合併協議会委員

江戸崎町学 経験者

合併協議会委員

江戸崎町学 経験者

合併協議会委員

江戸崎町学 経験者

合併協議会委員

江戸崎町学 経験者
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合併協議会委員

　新利根町議会議

合併協議会委員

　新利根町議会議員

合併協議会委員

　新利根町議会議員

合併協議会委員

新利根町学 経験者

合併協議会委員

新利根町学 経験者

合併協議会委員

新利根町学 経験者

合併協議会委員

新利根町学 経験者
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合併協議会委員

　桜川村議会議

合併協議会委員

　桜川村議会議員

合併協議会委員

　桜川村議会議員

合併協議会委員

桜川村学 経験者

合併協議会委員

桜川村学 経験者

合併協議会委員

桜川村学 経験者

合併協議会委員

桜川村学 経験者



- 16 -

合併協議会委員

　東町議会議

合併協議会委員

　東町議会議員

合併協議会委員

　東町議会議員

合併協議会委員

東町学 経験者

合併協議会委員

東町学 経験者

合併協議会委員

東町学 経験者

合併協議会委員

東町学 経験者
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合併協議会委員

茨城県県南地方総合事務所

合併協議会委員

茨城県総務 市町村

合併協議会委員

茨城県企画 地域 画


