
泉州南合併協議会  

 

協議会の概要 取組状況 府の支援 

【名 称】 泉州南合併協議会 ■協議会開催の経過 

 開催日 場 所 決定（協議）事項 
第１回 
 

H15.12. 1 
 

泉南市総合福祉
センター 

○会議運営規程 
○事業計画  ○予算 

第２回 
 

H16. 1. 8 
 
 

泉佐野市立 
泉の森ﾎｰﾙ 

○合併協定項目 ○スケジュール ○基本方針 
○合併の期日(17年９月) 
○合併の方式(新設合併) ○新市の名称 

○新市事務所の位置 ○小委員会設置規程 

第３回 
 

H16. 2. 2 
 
 

阪南市立文化ｾﾝ

ﾀｰ 

○各職身分の取扱 ○行政委員会等の取扱 

○審議会・委員会・一部事務組合等の取扱 
○町名・字名の取扱 ○慣行の取扱 
○新市建設計画の策定方針 

○新市まちづくり懇談会設置要綱 

第４回 
 

H16. 3. 1 
 
 

田尻町立公民館 ○財産の取扱 ○地域審議会の取扱 
○使用料・手数料①、○消防団の取扱 

○補助金・交付金等の取扱 
○16年度事業計画・予算 ○ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ実施要綱 

第５回 H16. 4. 1 岬町立体育館 ○新市の名称募集要項 
○使用料・手数料の取扱① 
○条例・規則等の取扱、○組織及び機構の取扱

○介護保険事業の取扱 
○生活福祉事務事業の取扱 

第６回 
 

H16. 4.21 
 

泉南市総合福祉

センター 

○地方税 ○保険予防事業関係、 

○法律相談事業関係 

第７回 
 

H16. 5. 7 
 

泉南市総合福祉

センター 

○児童福祉事業関係 ○消防・防災事業関係 

○使用料・手数料② ○交通事業関係 
○公共的団体等 

第８回 H16. 5.19 岬町立体育館 〇使用料・手数料③ 
〇新市建設計画小委員会報告 

第９回 H16. 6. 1 泉佐野市立 
泉の森ﾎｰﾙ 

〇下水道事業関係 〇環境事業関係、 
〇国民健康保険関係 〇学校教育事業関係 

※財政推計・新市建設計画を報告 

第 10回 H16. 7. 2 阪南市立文化ｾﾝ
ﾀｰ 

○上水道事業関係 
○農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

第 11回 
 

H16. 7.20 泉南市総合福祉
センター 

○新市の名称（南泉州市） 
○新市の事務所の位置（新庁舎建設までは現泉
佐野市役所、他２市２町の庁舎は総合支所） 
○公営住宅関係 ○高齢・障害者福祉関係 

第 12回 H16. 8. 2 田尻町立公民館 ○児童福祉事業関係 ○電算システム 

Ｈ16.8.22 泉南市（×）、阪南市（×）、田尻町（×）、岬町（○）で住民投票実施 

第 13回 H16. 9. 1 泉佐野市立 
泉の森ﾎｰﾙ 

○泉南市・阪南市・田尻町が「離脱表明」 
○協議会の廃止（解散）の報告・確認 

■H16.6.13 「泉州南合併シンポジウム」開催 

 

●合併重点支援地域の指定（H15.11.26） 

●支援本部幹事会地域部会の設置（H15.11.26） 

●協議会への運営費補助 

●合併重点支援地域の指定解除（H16.11.4） 

【設置日】 平成１５年１１月１日 

【事務局】 泉佐野市高松北 

（大阪南部綿織物工業協同組合ビル内） 

【委員構成】 

会長１名と委員４５名の計４６名 

会長：宮本 勝浩氏（大阪府立大学経済学部長） 

委員：内訳下表のとおり 

(定数 50名以内) 

 長 議員 学識 計 

泉佐野市 １名 ４名 ４名 ９名 

泉南市 １名 ４名 ４名 ９名 

阪南市 １名 ４名 ４名 ９名 

田尻町 １名 ４名 ４名 ９名 

岬町 １名 ４名 ４名 ９名 

計 ５名 20名 20名 ４５名 

【議決経過】  

 議決日 採決状況 

泉佐野市 H15.10.24 賛 16：否５  

泉南市 H15.10.24 賛 13：否９  

阪南市 H15.10.24 賛 17：否１  

田尻町 H15.10.24 賛７：否５   

岬町 H15.10.24 賛 13：否１  
 
【備  考】 

※ 法定協議会設置までの取組 

○ 泉州南広域行政研究会の設置 

   (H13.5設置、H14.8泉佐野・田尻が加入) 

   13年度 府ケーススタディ調査の実施 

   14年度 調査研究の実施 

 ○ 研究会主催のｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開催（H15.5） 

○ 各市町での住民説明会開催（H15.5～6） 

○ 構成各市町長が法定協議会設置を合意 

（H15.8.19） 

  

各市町村の取組状況 

※ 構成各市町で調査研究報告書に関する 

住民説明会を開催（H15.5～6） 

 

◎ 阪南市・田尻町・岬町・泉南市の３月議会

で住民投票条例（首長提案）を議決。 

           

◎ H16.5.7第7回合併協終了後の首長会議で、 

     「住民投票日を 8月 22日」とする。 

 

◎ H16.8初 各市町・住民説明会の実施 

 

◎ H16.8.22 住民投票の実施 

泉南市・阪南市・田尻町で反対多数となる。 

 泉南市 阪南市 田尻町 岬町 

投票率 36.95 38.07 68.49 43.78 

賛成票 

（率） 

4,579 4,056 444 4,042 

23.89 22.04 10.95 56.29 

反対票 

（率） 

14,218 14,088 3,583 3,019 

74.19 76.54 88.36 42.04 

 

◎ H16.9 各市町で協議会廃止議案の議決 

・ 9/24 泉佐野市 

・ 9/6  泉南市 

・ 9/3  阪南市 

・ 9/14 田尻町 

・ 9/13 岬町 

 

◎ H16.9.30  合併協議会廃止 


