
 日程７              協議第６９号 
     

 

議会議員の定数及び任期の取扱い（案）について 
 
 
議会議員の定数及び任期の取扱いについて提出する。 

 
 
平成１６年 ８月 ７日 提出 

 
三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会 

会 長  川 原 義 朗 
 
議会議員の定数及び任期の取扱い 

 
（１）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７条第１
項第１号の規定を適用し、合併後、平成１８年４月３０日まで引き続き、
新町の議会の議員として在任する。 

 
（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項に定める新町の
議会の議員の定数については、２６人とする。 

 
（３）新町設置後最初の一般選挙に係る議員の定数は２６人とする。 
 
（４）選挙区については、新町設置後最初の一般選挙に限り、公職選挙法（昭
和２２年法律第１００号）第１５条第６項に規定する選挙区を合併前の関
係町の区域ごとに設けることとし、各選挙区の定数は、在任特例適用期間
中に調整する。 

 
（５）議会議員の報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をも
とに調整する。 
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（様式Ａ）三野町・三好町・井川町・三加茂町合併協議会の協定項目（案）

協 定 項 目

協 定 項 目
の 説 明

　「新設合併」の場合、関係する町の議会の議員はすべての身分を失うこととなり、地方自治法第
７条第６項の告示による町の設置の日から５０日以内に、同法第９１条により算定された定数に基
づき、新町の議会議員の選挙を行うこととなります。
　しかし、合併特例法には、次のような特例措置が定められています。
【定数特例措置】
　合併する町議会議員の定数は、設置選挙により選出される議会議員の任期に限り、合併関係町の
協議により、地方自治法９１条第２項の(上限)数の２倍を超えない範囲で定数を増加することがで
きます。
【在任特例措置】
　合併関係町議会の議員で当該合併町議会の議員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係
町の協議により、合併後２年を超えない範囲で当該協議で定める期間に限り、引き続き合併町議会
の議員として在任することができます。

６．議会議員の定数及び任期の取扱い

協議会への
提 案 内 容

（１）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７条第１項第１号の規定を適
    用し、合併後、平成１８年４月３０日まで引き続き、新町の議会の議員として在任する。
（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項に定める新町の議会の議員の定数に
    ついては、２６人とする。
（３）新町設置後最初の一般選挙に係る議員の定数は２６人とする。
（４）選挙区については、新町設置後最初の一般選挙に限り、公職選挙法（昭和２２年法律第１０
　　０号）第１５条第６項に規定する選挙区を合併前の関係町の区域ごとに設けることとし、各選
　　挙区の定数は、在任特例適用期間中に調整する。
（５）議会議員の報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。
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６．議会議員の定数及び任期の取扱い

１．定数の状況 １．定数の状況 １．定数の状況 １．定数の状況 ・定数の調整必要 ・
合計（単純計）

○法定定数 ○法定定数 ○法定定数 ○法定定数 ○法定定数
１８人 １８人 １８人 ２２人 （７６人） ・

○条例定数 ○条例定数 ○条例定数 ○条例定数 ○条例定数
１２人 １４人 １２人 １６人 （５４人）

○現　員 ○現　員 ○現　員 ○現　員 ○現　員
１２人 １４人 １１人 １６人 ５３人

・

２．任期の状況 ２．任期の状況 ２．任期の状況 ２．任期の状況 ・

平成15年5月1日～ 平成15年4月30日～ 平成15年4月30日～ 平成15年4月30日～
平成19年4月30日 平成19年4月29日 平成19年4月29日 平成19年4月29日

３．報酬額 ３．報酬額 ３．報酬額 ３．報酬額 ・報酬額に差異 ・
議　長 月額 248,670円 議　長 月額 269,700円 議　長 月額 269,000円 議　長 月額 280,800円

副議長 月額 213,660円 副議長 月額 231,300円 副議長 月額 230,600円 副議長 月額 236,400円

議　員 月額 177,750円 議　員 月額 192,400円 議　員 月額 192,200円 議　員 月額 197,400円

４．参考
平成１２年国勢調査

三野町　　５，２１５人
三好町　　６，１７４人
井川町　　５，２０６人
三加茂町１０，０２５人
　合計　２６，６２０人

具体的調整方針

報酬額については、現行報
酬額及び同規模の自治体の
例をもとに調整する。

協　議　項　目 　議会議員の定数・任期・報酬額

調整方針（案）

（１）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７条第１項第１号の規定を適用し、合併後、平成１８年４月３０日まで引き続き、新町の議会の議員と
    して在任する。
（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第７項に定める新町の議会の議員の定数については、２６人とする。
（３）新町設置後最初の一般選挙に係る議員の定数は２６人とする。
（４）選挙区については、新町設置後最初の一般選挙に限り、公職選挙法（昭和２２年法律第１００号）第１５条第６項に規定する選挙区を合併前の関係町の区域ごとに設
　　けることとし、各選挙区の定数は、在任特例適用期間中に調整する。
（５）議会議員の報酬額については、現行報酬額及び同規模の自治体の例をもとに調整する。

平成１８年４月３０日まで
引き続き、新町の議会の議
員として在任する。

新町の議会の議員の定数は
２６人とする。

新町設置後最初の一般選挙
に係る議員の定数は２６人
とする。

現　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
三　野　町 三　好　町 井　川　町 三 加 茂 町 課　　題

 ⑤人口５０，０００未満の市及び人口２０，０００以上の町村・２６人

２６人を超えない範囲内
で、定めなければならない

 ①人口２，０００未満の町村・・・・・・・・・・・・・・・・１２人
 ②人口２，０００以上５，０００未満の町村・・・・・・・・・１４人
 ③人口５，０００以上１０，０００未満の町村・・・・・・・・１８人
 ④人口１０，０００以上２０，０００未満の町村・・・・・・・２２人

地方自治法第９１条〔市町村議会の議員の定数〕
(1)市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。
(2)市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で
　 定めなければならない。
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在任特例
凡例 定数特例

原則選挙

議員の取扱い 条例 人口 法定 協議
特例適用 　特例の内容 定数 (人) 定数 定数

1 麻植郡合併協議会　　　　　　　　　【吉野川市】 鴨島町、川島町、山川町、美郷村 新設 在任特例　１年６ヶ月 62 　16/10/1 46,794 26 26
2 海部下灘合併協議会　　　　　　　　　【海陽町】 海南町、海部町、宍喰町 新設 在任特例　１年２ヶ月 36 　17/3/1 12,104 22 20
3 海部郡上灘合併協議会　　　　　　　　【美海町】 由岐町、日和佐町、牟岐町 新設 在任特例　１年２ヶ月 38 　17/3/1 15,062 22 20
4 美馬郡東部・北部合併協議会　　　　　【美馬市】 脇町、美馬町、穴吹町、木屋平村 新設 在任特例　１年７ヶ月 62 　17/3/1 36,632 26 26
5 美馬郡合併協議会　　　　　　　　　【つるぎ町】 半田町、貞光町、一宇村 新設 在任特例　１年９ヶ月 38 　17/3/1 13,100 22 22
6 三野町･三好町･井川町･三加茂町合併協議会【東みよし町】三野町、三好町、井川町、三加茂町 新設 未定 54 　17/3/1 26,620 26 未定
7 あわ北合併協議会　　　　　　　　　　【阿波市】 吉野町、土成町、市場町、阿波町 新設 在任特例　１年 68 　17/4/1 42,388 26 24
8 丹生谷合併協議会　　　　　　　　　　【那賀町】 鷲敷町、相生町、上那賀町、木沢村、木頭村 新設 在任特例　　　８ヶ月 52 　17/3/31 11,893 22 18
9 三好西部合併協議会 池田町、山城町、東祖谷山村、西祖谷山村 新設 未定 52 未定 26,884 26 未定

10~15 高松市関係の合併協議会（６合併協議会） 高松市と(塩江町･香川町･国分寺町･牟礼町･香南町･庵治町) 編入 未定 416,680 46
16 丸亀市・綾歌町・飯山町合併協議会　　【丸亀市】 丸亀市、綾歌町、飯山町 新設 設置選挙 57 　17/3/22 108,356 34 30
17 観音寺市、大野原町、豊浜町合併協議会【観音寺市】 観音寺市、大野原町、豊浜町 新設 設置選挙 49 　17/10/11 66,555 30 24
18 三豊中央合併協議会 山本町、豊中町、財田町 新設 未定 40 未定 24,231 26 未定
19 　　　　　　　　　　　　　　　　【東かがわ市】 引田町、白鳥町、大内町 新設 在任特例　２年(議会解散) 42 　15/4/1 37,021 26 24
20 　　　　　　　　　　　　　　　　　【さぬき市】 津田町、大川町、志度町、寒川町、長尾町 新設 在任特例　１年２ヶ月 66 　14/4/1 57,018 30 26
21 松山市・北条市・中島町合併協議会　　【松山市】 松山市、北条市、中島町 編入 80 17/3/31以前 508,266 56 合併後
22 今治市及び越智郡１１か町村合併協議会【今治市】 今治市、越智郡１１か町村 新設 設置選挙 172 　17/1/16 180,627 34 34
23 八幡浜市・保内町合併協議会 八幡浜市、保内町 新設 未定 25 未定 44,206 26 未定
24 西条市・東予市・丹原町・小松町合併協議会【西条市】 西条市、東予市、小松町、丹原町 新設 在任特例　１年７ヶ月 78 　16/11/1 114,548 34 34
25 大洲喜多合併協議会　　　　　　　　　【大洲市】 大洲市、長浜町、肱川町、河辺村 新設 在任特例　　１０ヶ月 60 　17/1/1 52,762 30 30
26 伊予市・中山町・双海町合併協議会 伊予市、中山町、双海町 新設 未定 45 17/3/31以前 40,505 26 未定
27 上島合併協議会　　　　　　　　　　　【上島町】 魚島村、弓削町、生名村、岩城村 新設 設置選挙 43 　16/10/1 8,605 18 18
28 重信町川内町合併協議会　　　　　　　【東温市】 重信町、川内町 新設 設置選挙 34 　16/9/21 34,701 26 24
29 かみうけな合併協議会　　　　　　【久万高原町】 久万町、面河村、美川村、柳谷村 新設 在任特例　１年９ヶ月 47 　16/8/1 11,887 22 18
30 内子町・五十崎町合併協議会　　　　　【内子町】 内子町、五十崎町、小田町 新設 在任特例　　　６ヶ月 44 　16/10/1 20,782 26 22
31 砥部町・広田村合併協議会　　　　　　【砥部町】 砥部町・広田村 新設 設置選挙 28 　17/1/1 22,075 26 18
32 伊方町・瀬戸町・三崎町合併協議会　　【伊方町】 伊方町、瀬戸町、三崎町 新設 未定 40 　17/3/31 13,536 22 未定
33 広見町、日吉村合併協議会　　　　　　【鬼北町】 広見町、日吉村 新設 在任特例　　　４ヶ月 28 　17/1/1 13,080 22 16
34 南宇和合併協議会　　　　　　　　　　【愛南町】 内海村、御荘村、城辺町、一本松町、西海町 新設 在任特例　　　７ヶ月 45 　16/10/1 29,331 26 24
35 　　　　　　　　　　　　　　　　【四国中央市】 川之江市、伊予三島市、新宮村、土居町 新設 在任特例　１年１１ヶ月 69 　16/4/1 93,709 30 30
36 　　　　　　　　　　　　　　　　　　【西予市】 三瓶町、明浜町、宇和町、野村町、城川町 新設 定数特例 ３１人 78 　16/4/1 46,015 26 26
37 高知市・鏡村・土佐山村合併協議会　　【高知市】 高知市、鏡村、土佐山村 編入 編入の定数特例４２人 60 　17/1/1 333,621 46 40
38 須崎市・中土佐町合併協議会　　　　　【黒潮市】 須崎市、中土佐町 新設 在任特例　　　７ヶ月 36 　17/3/1 34,580 26 22
39 中村・大方・佐賀・西土佐合併協議会【四万十市】 中村市、佐賀町、大方町、西土佐村 新設 在任特例　１年 67 　16/8/1 52,992 30 30
40 宿毛市・大月町・三原村合併協議会　　【宿毛市】 宿毛市、大月町、三原村 新設 在任特例　１年２ヶ月 40 　17/3/1 34,797 26 26
41 安田町･田野町･奈半利町･北川村合併協議会【中芸町】 安田町・田野町・奈半利町・北川村 新設 設置選挙 50 　17/2/1 12,468 22 22
42 こうほく３町村合併協議会　　　　　　【香美市】 土佐山田町、香北町、物部村 新設 在任特例　１年３ヶ月 49 　17/2/28 31,175 26 25
43 伊野町・吾北村・本川村合併協議会　　【いの町】 伊野町、吾北村、本川村 新設 在任特例　１年６ヶ月 41 　16/10/1 28,729 26 24
44 窪川町・大野見村合併協議会　　　　【四万十町】 窪川町、大野見村 新設 在任特例　２年以内 28 　17/3/1 16,553 22 合併後
45 葉山村・東津野村合併協議会　　　　　【津野町】 東津野村、葉山村 新設 在任特例　　　５ヶ月 22 　17/2/1 7,258 18 14
46 中土佐町・大野見村合併協議会 中土佐町、大野見村 新設 設置選挙 26 17/3/31以前 8,722 18 14
47 窪川町、大正町、十和村合併協議会 窪川町、大正町、十和村 新設 未定 46 17/3/31以前 21,844 26 未定
48 西仁淀合併協議会 池川町、吾川村、仁淀村 新設 未定 36 未定 8,189 18 未定

（平成１６年６月調べ）

愛
媛
県

高
知
県

協議会名・【新市町名】 合併期日方式

編入の定数特例５０人

関係市町村名県

香
川
県

　先進地事例（四国内の議会議員の特例適用状況）
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