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西伯町・会見町合併協議会 

協 議 会 だ よ り  号 外 第 11 号 

～第９回協議会開催～ 
  

環環境境保保全全業業務務ななどどのの方方針針決決定定  
 ８月５日（火）、会見町役場で第９回西伯町・会見町合併協議会が開催されました。 
今回の協議会では、環境保全、介護保険及び障害福祉業務について協議されました。 

 環境保全業務では、環境の保全、公害防止などについて多角的に協議する審議会を西伯町の例によって新

町で新たに組織すること、ISO（国際標準化機構）１４００１に基づく環境管理手法を新町役場でも取り入

れることが決定されました。 
 介護保険は、現在両町ともが南部箕蚊屋広域連合（西伯・会見・岸本・日吉津で構成）を組織し、事務・

業務の共同処理を行っており、引き続き広域連合で実施する方針が決定されました。 
 障害福祉の分野では、国・県の制度についてはそのまま継続することが確認されました。 
また、両町が単独で実施している事業では、同一の制度であるストマ装具の補助は新町においても継続す

ること、人工透析患者通院補助は、公共交通機関利用料で換算した交通費の２分の１を補助する西伯町の制

度、重度心身障害者福祉タクシー利用助成については、１回５００円の利用券の交付限度を４８回にする会

見町の制度を採用することとされました。 
 

次次回回ににはは新新町町のの名名称称候候補補のの第第２２次次選選定定 

 新町の名称候補は、応募者数の多かった上位２０位（２３種類）と協議会委員の推薦した３８種類、合計

６１種類が第１次候補（裏面参照）として選定されています。 
次回の協議会では、委員の投票により２０種類程度に絞り込むこととしています。（第２次候補） 
その参考にするため、合併協議会では、町民のみなさんからの意見をお待ちしています。 

 具体的に「○○町がいい。」とか、書き方として「漢字がいい。」・「仮名書きがいい。」など、どのような意

見でもかまいませんので、事務局にお寄せください。 
 また、お盆で帰省された両町出身者の方のご意見も大歓迎です。 
もちろん、意見を寄せられた方の個人情報を公表することは一切ありません。 
なお、第２次候補約２０種類が決まった段階でアンケートにより町民のみなさんの意見をお聞きし、最終

候補（５種類程度）を決定する参考とすることとしております。 
 
次回は、８月２７日（水）、午後１時３０分から、西伯町役場で開催されますので、傍聴においでください。 
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新町の名称の第１次候補は、以下の通りです。 

具体的に「○○町がいい。」とか、書き方として「漢字がいい。」・「仮名書きがい

い。」など、みなさんの意見をお寄せください。 

（連絡先は表面参照）。 

摘要欄の数字は応募者数で、括弧内は順位。 

新町名称の候補：第１次選定 

番

号 
名前 読み 摘要 

番

号
名前 読み 摘要 

1 会桜町 あいおうちょう 委員推薦 32 南郷町 なんごうちょう 委員推薦 

2 あいさい町 あいさいちょう １０（１２位） 33 南西町 なんせいちょう 委員推薦 

3 愛彩町 あいさいちょう 委員推薦 34 南部町 なんぶちょう １２ （８位） 

4 会西町 あいさいちょう １４ （５位） 35 南部町 なんぶまち 委員推薦 

5 会伯町 あいはくちょう １６ （４位） 36 西会見町 にしあいみまち 委員推薦 

6 会見郷町 あいみごうりちょう 委員推薦 37 虹花町 にじはなちょう 委員推薦 

7 会見町 あいみちょう １３ （６位） 38 西伯耆町 にしほうきちょう  ７（１６位） 

8 あいみ町 あいみちょう １３ （６位） 39 西伯耆町 にしほうきまち 委員推薦 

9 会見七郷町 あいみななごちょう 委員推薦 40 西見町 にしみちょう  ７（１６位） 

10 愛花里町 あかりちょう 委員推薦 41 はくあい町 はくあいちょう 委員推薦 

11 桜柿町 おうかきちょう 委員推薦 42 伯会町 はくあいちょう ２０ （３位） 

12 桜柿町 おうがきちょう 委員推薦 43 伯南町 はくなんちょう 委員推薦 

13 桜花町 おうかちょう  ６（２０位） 44 伯見町 はくみちょう  ８（１３位） 

14 桜柿町 おうしちょう 委員推薦 45 花咲町 はなさきちょう 委員推薦 

15 柿桜町 かきざくらちょう 委員推薦 46 花郷町 はなさとちょう 委員推薦 

16 神桜町 かみざくらちょう 委員推薦 47 花見町 はなみちょう  ８（１３位） 

17 さいあい町 さいあいちょう ２５ （２位） 48 平成町 へいせいちょう 委員推薦 

18 最愛町 さいあいちょう １１（１１位） 49 ほうき町 ほうきちょう 委員推薦 

19 西会町 さいあいちょう ３１ （１位） 50 伯耆町 ほうきちょう １２ （８位） 

20 さいかい町 さいかいちょう 委員推薦 51 伯耆南町 ほうきみなみちょう 委員推薦 

21 西会町 さいかいちょう ６（２０位） 52 美咲町 みさきちょう 委員推薦 

22 西伯町 さいはくちょう ８（１３位） 53 美郷町 みさとちょう 委員推薦 

23 さいはく町 さいはくちょう 委員推薦 54 美里町 みさとちょう 委員推薦 

24 西見町 さいみちょう ６（２０位） 55 美蕾町 みらいちょう 委員推薦 

25 桜柿町 さくらがきちょう  ７（１６位） 56 美緑町 みりょくちょう 委員推薦 

26 桜町 さくらちょう  ７（１６位） 57 夢見町 ゆめみちょう 委員推薦 

27 桜見町 さくらみちょう １２ （８位） 58 陽和町 ようわちょう 委員推薦 

28 柿桜町 しおうちょう 委員推薦 59 梨桜町 りおうちょう 委員推薦 

29 七郷町 しちごうちょう 委員推薦 60 緑水町 りょくすいちょう  ６（２０位） 

30 神桜町 しんおうちょう 委員推薦 61 緑南町 りょくなんちょう 委員推薦 

31 西部町 せいぶちょう 委員推薦    


