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平成１５年１２月 

八日市市･永源寺町･五個荘町・愛東町・湖東町合併協議会 

 

 



 

 

（任意協議会） 

第１回     5 月 15 日(木) 八日市商工会議所ホール 

第 2回     5 月 29 日(木) 永源寺町ふるさと文化体験学習館 

  第 3 回     6 月 26 日(木) 永源寺町地域産業振興会館 

  第 4 回     9 月 25 日(木) 湖東町みすまの館（ひばり公園内） 

（法定協議会） 

第１回     7 月 31 日(木) 五個荘町てんびんの里文化学習センター 

第 2回     8 月 27 日(水) 愛東町総合福祉センターじゅぴあ 

  第 3 回     9 月 25 日(木) 湖東町みすまの館（ひばり公園内） 

  第 4 回     10 月 30 日(木) 八日市商工会議所ホール  

  第 5 回     11 月 27 日(木) 永源寺町地域産業振興会館 

  第 6 回（予定） 12 月 25 日(木) 五個荘町てんびんの里文化学習センター 

   以後、原則毎月第 4木曜日に各市町会場もち回りで開催 

 

 

 

 住民の皆さんの意見を反映しながら、新市を設置し運営していくための基本的な事項や各種事務事

業、新市の将来像やまちづくりの方針・方策などを協議します。 

 

【協定項目】 

No 項            目 No 項            目 

1 合併の方式   4 広報広聴関係事業 

2 合併の期日   5 姉妹都市、国際交流事業 

3 新市の名称   6 コミュニティ施策 

4 新市の事務所（市役所）の位置   7 人権対策関係事業 

5 議会の議員の定数及び任期の取扱い   8 生活環境事業 

6 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い   9 上・下水道事業 

7 一般職の職員の身分の取扱い   10 高齢者福祉事業 

8 特別職の身分の取扱い   11 介護保険事業 

9 財産の取扱い   12 障害者福祉事業 

10 地方税の取扱い  13 児童福祉事業 

11 町名、字名の取扱い   14 病院（診療所）関係事業 

12 慣行の取扱い  15 生活保護事業 

13 一部事務組合等の取扱い   16 国民健康保険事業 

14 条例、規則等の取扱い   17 保健衛生事業 

15 組織及び事務機構の取扱い   18 建設関係事業 

16 公共的団体等の取扱い   19 都市計画関係事業 

17 使用料、手数料等の取扱い   20 農林水産関係事業 

18 補助金、交付金等の取扱い   21 商工・観光・労政関係事業 

19 各種事務事業の取扱い   22 学校教育事業 

  1 消防防災関係事業   23 社会教育事業 

  2 電算システム事業   24 その他協議が必要な事業 

  3 交通政策事業 20 新市建設計画(新市まちづくり計画) 

 

【協定項目調整方針】 

 １市４町がそれぞれが保有する地域特性、今日まで築き上げてこられて歴史、文化などを相互に理

解、尊重するとともに、新市の視点に立って、均衡ある発展、住民福祉の向上に努めることを基本に

次の点に留意し協議調整を行う。 

１．一体性の確保  ２．格差の解消  ３．健全な財政運営  ４．行政改革の推進        

合併協議会とは 

協議会開催経過 
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協定項目 No１：合併の方式について 

 
新設合併とする。 

 

協定項目 No２：合併の期日について 

 

平成１７年２月１１日を目標とする。 

 

協定項目 No３：新市の名称について 

 
・既存の名称は使わず、名称の公募を行う。（募集期間は、7 月 15 日～8 月 20 日） 

・新市名称候補選定小委員会を設置し、候補を選定し、協議会で決定する。 

 

     ＜小委員会の候補名称＞ あかね市・神愛市・東近江市・東びわこ市・みどり市 

 

東近江市に決定 

協定項目 No４：新市の事務所の位置について 

 
・新市の事務所は新設せず、現八日市市役所とする。 

・新市の事務所にならなかった合併前の各町の事務所は、支所とする。 

・現永源寺町役場政所支所は、出張所とする。 

 

協定項目 No５：議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

 
・任期：合併特例法の在任特例を適用し、平成１７年１０月３１日まで引き続き新市の議会 

議員として在任する。 

・定数：在任特例適用後の定数は 24 名（法定定数は 30 名） 

・第 1 回目の選挙は旧市町ごとに選挙区を設ける。 

(定数：八日市市 10 人、永源寺町・愛東町 3人、五個荘町・湖東町 4人) 

 

協定項目 No６：農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについて 

 
・任期満了となる平成１７年７月１９日までは、旧市町ごとに現農業委員会が存続する。 

（５つの農業委員会が残る） 

・その後は一つの農業委員会に統合し、選挙区を設け選挙する。選挙区は、新市の最初の選挙ま

でに調整する。 

 

協定項目 No７：一般職の職員の身分の取扱いについて 

 
・全て新市の職員として引き継ぐ。 

・職員数、職員の給与等については、適正化の観点から調整する。 

 

協定項目 No８：特別職の身分の取扱いについて 

 
・合併関係市町の特別職については、合併の日の前日に全員失職する。 

・新市における特別職については、新市において新たに選任する。 

 

協定項目 No９：財産の取扱いについて 

  
・１市４町が所有する財産（債務も含む）は、すべて新市に引き継ぐ。 

・甲津畑財産区有財産は、甲津畑財産区有財産として新市に引き継ぐ。 

今日までの主な決定事項 
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税     目 税         率 納 期 

均 等 割 平成 18年度以降、年額 2,500円 
個人市民税

所 得 割 現行のとおり（標準税率を採用） 
普徴：４期 
6・8・10・1月

均 等 割 地方税法第 312条に基づく標準税率を採用 

法人市民税
法人税割 

14.70% 資本等の金額が１億円以上の法人 
        及び保険業法に規定する相互会社 
13.70%  上記以外の法人 

現行とおり 

固定資産税 現行のとおり（標準税率を採用） 
４ 期 

5・7・12・2月
軽自動車税 現行のとおり １期 ５月 

市たばこ税、入湯税 現行のとおり  

都市計画税 新市発足までに調整します  

 

 

協定項目 No10：地方税の取扱いについて 

 
・次のとおり地方税の取扱いを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協定項目 No11：町名･字名の取扱いについて 

 
・八日市市：新市名+旧町名（丁目名） 永源寺・五個荘・愛東・湖東町：新市名＋大字名 

八日市市青葉町△番□号 ⇒ 東近江市青葉町△番□号 

   神崎郡永源寺町大字相谷△番地 ⇒ 東近江市相谷町△番地 

・八日市市外町、愛東町大字外については区分できるよう調整する。 

・上記調整方針を基本として、住民の意向を踏まえた後に決定する。 

 

協定項目 No12：慣行の取扱いについて 

 
・市章は、原則として合併時までに決定し、新市において制定する。 

・市民憲章、市の花、木、鳥及び歌、各種宣言については、新市において制定の必要性を含  

め検討する。 

 

協定項目 No13：一部事務組合等の取扱いについて 

 
   ・次の分類により取扱う。 
       １）合併後も引き続き加入するもの 

（八日市衛生プラント組合、中部清掃組合、東近江行政組合、布引斎苑組合、 
愛知郡広域行政組合、湖東広域衛生管理組合、滋賀県市町村交通災害共済組合など） 

       ２）合併の日の前日をもって脱退するもの 
      （滋賀県市町村職員退職手当組合、滋賀県町村土地開発公社など） 
       ３）合併時に統合再編するよう調整するもの 
      （介護認定審査会、振興事業団など） 
       ４）新市に引き継ぎ、存続させるもの 
      （八日市市土地開発公社、愛の田園振興公社） 
 

協定項目 No14：条例、規則等の取扱いについて 

 
   ・条例規則の制定に当たっては、合併協議会で協議・確認された各種事務事業等の調整内容 

に基づき、次の区分により整備する。 

    １）合併と同時に市長職務執行者の専決により、即時制定し、施行させる必要があるもの 

    ２）合併後、一定の地域に暫定的に施行させる必要があるもの 

    ３）合併後、逐次制定し、施行させることとするもの 
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協定項目 No15：組織及び事務機構の取扱いについて 

  
・管理系統の簡素化、住民サービス、地域コミュニティ、新市のまちづくりの視点に立った
組織及び事務機構とする。 

・合併という大きな変革に際し、行政運営が混乱することなく、また住民に困惑が生じるこ

とのないように配慮し、一定の移行期間を設けながら組織･事務機構を検討する。 

 

協定項目 No16：公共的団体等の取扱いについて 
  

・公共的団体等については、次の調整内容に基づき、各団体と十分協議しながら統合･再編
等の調整に努める。ただし、特別な事情により統合･再編等が困難な団体は、当分の間現
行のとおりとする。（公共的団体とは例えば体育協会、婦人会、商工会等です。） 

    １）各市町の区域で組織されている団体については、新市の速やかな一体性を確保するた

め、基本的に合併時に統合するよう調整に努める。 

      なお、各団体の実情により合併時に統合できない団体については、合併後２年以内を

目標に統合するよう調整に努める。 

    ２）各市町の区域を越えて組織している団体については、区域の変更等、組織の再編に向

け、検討が進められるよう調整に努める。 

 

協定項目 No17：使用料、手数料等の取扱いについて 

 
   ・使用料及び手数料については、住民の一体性の確保を図るとともに、「負担公平の原則」

から可能な限り合併時の統一に向け調整する。 ただし、各市町において入館料を定めて
いる施設については、現行のとおりとする。  

 

協定項目 No18：補助金、交付金等の取扱いについて 

 
・補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮し、新市において調整する。 

１）各市町で同一あるいは同種の補助金等については、関係団体等の理解と協力を得て、

統一の方向で調整する。 

２）各市町独自の補助金等については、従来からの実績等を考慮し、市域全体の均衡を保

つように調整する。 

３）整理統合できる補助金等については、統合、廃止できるよう調整する。 

 

協定項目 No19-1：消防防災関係事業について   

  
・常備消防については、現行のとおり東近江行政組合消防本部及び愛知郡広域行政組合消防
本部で実施する。（常備消防とは消防職員が行う消防、救急業務です。） 

   ・地域防災計画及び水防計画については、合併時までに計画（案）を作成し、新市において、

ただちに防災会議を開催し計画を策定する。 

   ・消防団は、合併時に統合する。 

    定数及び出動区域は、現行のとおりとし、組織は、消防活動に支障がないよう分団編成に

統一する。定数、組織、出動区域については、合併後 3年以内に見直しを行う。 

   ・防災施設、機械器具等については、現行のまま新市に引き継ぎ、新市において地域防災計

画に基づき整備する。 

 

協定項目 No19-2：電算システム事業について  

 
・電算システムについては、合併時に電算システムを統合し、住民サービスの向上を図るよ
う調整する。 
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協定項目 No19-3：交通政策事業について   

 
   ・地方バス路線維持費補助事業は、現行のとおりとする。 

   ・循環バス事業は、合併時は、現行のとおりとする。五個荘町及び湖東町の循環バスは、合

併時に新市の市役所へ乗り入れられるよう調整する。 

   ・循環バス路線、運賃及び乗車割引等については、合併後２年以内に新市循環バス事業とし

て調整する。ただし、路線については、公共交通空白地域を原則とし、公共施設や医療機

関等を結ぶ市民生活に密着した路線となるよう調整する。 

 

協定項目 No19-4：広報広聴関係事業について 

 
・広報紙については、合併時に統合し広報活動の充実に努める。 
・放送による広報については、現行のとおりとする。ただし、住民サービスの公平性を考慮

し、新市においてケーブルテレビを導入する。 
・ホームページについては、合併時に新市のホームページを開設し、充実した行政情報の発

信に努める。 
・広聴については、新市において広聴活動が充実するよう調整に努める。 

 

協定項目 No19-5：姉妹都市、国際交流事業について   

 
   ・姉妹都市、友好都市、その他の都市との国際･国内交流については、原則として新市に引

き継ぐものとする。ただし、交流事業の内容については、これまでの経緯等を踏まえ、新
市において調整する。 

 

協定項目 No19-6：コミュニティ施策について   

 
   ・自治組織については、現行の自治会を基本に地区自治連合会を設置する。地区自治連合会

は、永源寺町、五個荘町、愛東町、湖東町をそれぞれ１地区と市、八日市市の現行の８地
区と合わせて、１２地区自治連合会とする。地区自治連合会を基本に新市自治連合会を設
置する。 

   ・コミュニティ施策については、地域の自立を促し、自治活動の活性化が図られるよう支援

事業の調整に努める。 

 

協定項目 No19-7：人権対策関係事業について 

 
   ・人権対策事業については、これまでの取り組み経緯を踏まえ、新市発足後すみやかに人権

条例を制定し事業を推進する。 

   ・人権教育及び人権啓発については、人権教育推進協議会と連携を図りながら、新市におい

ても積極的に推進する。 

   ・男女共同参画については、これまでの取り組みを踏まえ、計画や推進体制の整備を図りつ

つ、男女共同参画社会の早期実現をめざす。 

 

協定項目 No19-8：生活環境事業について 

 
   ・環境施策については、新市発足後すみやかに環境基本条例を制定する。また、この条例に

基づき良好な環境の保全と創造を図るための諸施策を総合的、計画的に推進する。 

・ごみ処理については、資源循環型社会の構築をめざし、これまでの地域の取り組みを生か

しながら市民、事業者、市の協働により、積極的にごみの減量化、資源化を推進する。 

・ごみの収集区域及び体制は、現行のとおり新市に引き継ぐこととし、収集日・収集品目等

については、合併後 2年以内を目途に調整する。 
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協定項目 No19-9：上・下水道事業について 

 
・八日市市上水道事業と五個荘町上水道事業については、新市の上水道事業として実施する。
水道料金については、新市における施設計画及び財政計画に基づく料金に統一するよう合
併後段階的に調整する。 

・永源寺町簡易水道事業については、新市の簡易水道事業として実施する。水道料金につい

ては、４つの簡易水道料金を統一するよう合併時までに調整する。 
   ・愛東町・湖東町の上水道については、現行のとおり愛知郡広域行政組合で実施する。水道

料金については、愛知郡広域行政組合で定める額とする。 
・公共下水道事業に係る使用料については、平成１７年度から統一する。また、受益者負担

金（分担金）については、現行のとおりとする。 
・農業集落排水事業に係る使用料金については、平成１７年度から統一する。また、受益者

分担金については、合併時に統一し、新規加入金は現行のとおりとする。 
    農業集落排水事業に係る施設管理積立基金については、合併時までに清算する。 
 

協定項目 No19-14：病院（診療所）関係事業について 

 
・永源寺町、愛東町及び湖東町が運営する診療所については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 
・診断書等の手数料については、合併時に統一する。 

 

協定項目 No19-16：国民健康保険事業について 

 
   ・国民健康保険料（税）は、合併時は現行のとおりとし、平成１７年度から保険料として統

一する。賦課方式については、所得割・均等割・平等割により算出した額とする。 
   ・保険料率については、合併直前の医療費の動向を考慮して、新市において設定する。 
   ・福祉医療費助成・福祉施術費助成の内、県の補助制度によるものは県制度のとおりとし、

市（町）単独事業については、対象者・給付基準等を見直したうえ、平成１７年度から統

一して実施する事業と平成１６年度をもって原則として廃止する事業に区分する。 
 

協定項目 No19-17：保健衛生事業について 

 
・母子及び成人の各種健診・健康相談・健康教育並びに予防接種については、合併時は現行
のとおりとし、平成１７年度から実施内容、方法等の統一を図り、各保健センターを拠点
に実施する。 

 

 

 

協定項目 19-10：高齢者福祉事業について 

 
・老人保健福祉計画については、平成１８年度からの新たな計画を新市において策定する。  
ただし､平成１７年度までは、それぞれ旧市町の計画とする。 

・国・県が定める制度で各市町が実施している事業については､新市に引き継ぐことを基本に調

整する。 
・各市町が独自に実施している制度･事業については、その事業効果を十分に検討し調整する。 

 
協定項目 19-11：介護保険事業について 

 
・介護保険事業計画については、平成１８年度からの新たな事業計画を新市において策定する。
ただし、平成１７年度まではそれぞれ旧市町の計画とする。 

・第１号被保険者の保険料については、平成１８年度の保険料改定に合わせ、適切な保険料を

算定し統一する。ただし、平成１７年度まではそれぞれ旧市町の例による。 
・低所得者対策事業については、社会福祉法人等による利用者負担の減免は廃止する。新市に

おいて新たな軽減措置事業を設けるよう調整する。 
・介護認定審査会については、組織等を協議し、新市において単独で設置する方向で調整する。 
･介護保険運営協議会については、委員構成を調整し、新市において新たに設置する。 

提案中の事項 
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協定項目 19-12：障害者福祉事業について 

 
・国または県等が定めている制度で、各市町が実施している施策、事業については、現行のと
おり新市に引き継ぐ。 

・他市町と連携し広域で実施している事業については、合併時は現行のとおりとし、新市にお

いて調整する。 
・各市町が単独で実施している事業については、合併時は現行のとおりとし、平成１７年度か

ら統一する。ただし、統一が困難なものは合併後２年以内に調整する。 
 
協定項目 19-13：児童福祉事業 

 
・児童福祉施策については、急速に進む少子化に対応するため次世代育成支援に向けた行動計
画を策定し、新市において各種施策の展開を図る。 
・保育所(園)については、現行のとおりとし、保育料は平成１７年度から統一する。 

 
協定項目 19-15：生活保護事業について 

 
・生活保護事業については、新市で設置する福祉事務所において、国又は県等が定める制度に
基づき実施する。 

 
 
 

 
 
●建設関係事業 
●都市計画関係事業 
●農林水産関係事業 
●商工・観光・労政関係事業 
●学校教育事業 
●社会教育事業 
●新市建設計画（新市まちづくり計画） 

 
 

 
 
平成１６年 ５月 協定項目調印 
平成１６年 ６月 １市４町議会 市町村合併関係議案 議会議決 
平成１６年 ７月 市町村合併申請 
平成１６年１０月 国の市町村合併告示 
平成１７年 ２月 新市施行 

今後のスケジュール 

今後提案される協定項目 
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