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豊川市・一宮町合併協議会第１回会議会議録 

 

日 時  平成１６年１２月８日（水）午前９時３１分開会 

会 場  豊川市役所 ３階 協議会室 

 

◎出席者 

・会長 

豊 川 市 長    中野勝之 

 

・委員 

１号委員（副会長） 

一 宮 町 長    鈴木孝昌 

２号委員（助役） 

一宮町助役    田口 智 

３号委員（議長及び議員） 

豊川市議会議長  山脇 実 

豊川市議会議員  鈴川智彦 

豊川市議会議員  石黒規吉 

一宮町議会議長  美崎俊明 

一宮町議会議員  美馬ゆきえ 

一宮町議会議員  安藤博道 

４号議員（学識経験者） 

豊 川 市     鈴木孟大 

豊 川 市     鈴木一進 

豊 川 市     中野瑳紀子 

一 宮 町     竹生和史 

一 宮 町     戸河里敏次 

一 宮 町     藤井勝二 

顧問 

愛知県東三河事務所長 夏目安孝 

 

・監査委員 

豊川市代表監査委員  片岡 勇 

豊川市監査委員    安藤正和 

豊川市監査委員    山内 学 

 

◎欠席者 

豊川市助役    細井 正 
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出席した事務局職員 

事務局長  伊藤洋文（豊川市） 

事務局次長 渥美昌之（豊川市） 

主幹    鵜飼 司（豊川市） 

主幹    中野 隆（一宮町） 

事務局員  丸山峰子（一宮町） 

 

議事日程 

１ 開会 

２ 正副会長あいさつ 

３ 委員、顧問及び事務局職員紹介 

４ 来賓あいさつ 

５ 報告事項 

(1)豊川市・一宮町合併協議会設置までの経緯について 

(2)豊川市・一宮町合併協議会設置に関する協議書について 

(3)豊川市・一宮町合併協議会規約に関する協議書について 

(4)豊川市・一宮町合併協議会幹事会設置要綱について 

(5)豊川市・一宮町合併協議会専門部会設置要綱について 

(6)豊川市・一宮町合併協議会分科会設置要綱について 

(7)豊川市・一宮町合併協議会事務局規程について 

(8)豊川市・一宮町合併協議会財務規程について 

(9)豊川市・一宮町合併協議会委員等の費用弁償等に関する規程について 

６ 協議事項 

(1)豊川市・一宮町合併協議会運営規程（案）について 

(2)豊川市・一宮町合併協議会傍聴規程（案）について 

(3)平成16年度豊川市・一宮町合併協議会事業計画（案）について 

(4)平成16年度豊川市・一宮町合併協議会会計予算（案）について 

(5)合併協定項目（案）について 

(6)新市建設計画骨子（案）について 

７ 提案事項 

 (1)「合併の方式」について 

(2)「新市の名称」について 

(3)「議会議員の定数及び任期の取扱い」について 

(4)「一般職の職員の身分の取扱い」について 

(5)「特別職の職員の身分の取扱い」について 

８ その他 

(1)合併協議会第２回会議について 
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日時 平成１６年１２月１６日（木）午後１時３０分から 

会場 豊川市役所 本庁舎３階 協議会室 

(2)その他 

９ 閉会 
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事務局長    皆様、長らくお待たせをいたしました。 

本日は、大変お忙しい中、お集まりをいただきましてまことにあり

がとうございます。 

本日の進行役を務めさせていただきます合併協議会事務局の伊藤と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議の開催に当たりまして、後ほど傍聴規程の協議を

お願いいたしますけれども、委員の皆様から事前に傍聴についてお許

しをいただいておりますので、会議の初めから傍聴人の方に入室いた

だいておりますことをお断りさせていただきます。 

なお、カメラ取材につきましても御審議に支障のない範囲内で入ら

せていただきますので、御了承ください。 

それでは、定刻となりましたので、ただいまから豊川市・一宮町合

併協議会第１回会議を開会させていただきます。 

初めに、開会に当たりまして、正副会長からそれぞれごあいさつを

申し上げます。なお、正副会長につきましては、合併協議会規約第６

条により、会長は豊川市長、副会長は一宮町長とされております。 

それでは、最初に、当協議会の会長であります中野勝之豊川市長が

ごあいさつ申し上げます。 

 

会長（豊川市長） 改めまして、皆さんおはようございます。 

ただいま事務局から御報告申し上げましたように、豊川市・一宮町

合併協議会の会長を務めさせていただくことになりました豊川市長の

中野でございます。 

本日はまことに御多忙の中、第１回豊川市・一宮町合併協議会に御

出席をいただきましてまことにありがとうございます。 

皆様には、またお忙しい中を委員をお引き受けいただきまして大変

感謝申し上げます。 

既に御案内のとおり、このたび一宮町・豊川市、それぞれの議会議

決をいただきまして、一宮町と豊川市という新しい枠組みによる合併

協議会をスタートすることができました。さきの豊川宝飯合併協議会

は、まことに残念な結果に終わりました。けれども、そんな中、今日

の市町村の置かれている状況を憂い、将来の一宮町を見据えた大局的

な見地のもと、合併以外にないという御決断をくだされました鈴木町

長さん、住民の負託を受けた町議会の議員の皆様方の並々ならぬ決意

の上での合併協議の申し入れに対し、私ども豊川市といたしましても

市議会の快い御理解を得まして、その決意を真摯に受けとめさせてい

ただくことになりました。 

今日、全国各地で行われております市町村合併の論議は、住民に最
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も身近な市町村が自主的、主体的にみずからの行政を行うことができ

るように、その体質の強化を図りまして、分権型社会において新たな

役割を担うための方策として今まさに大きな時代の潮流となっており

ます。 

私としては、豊川市にとって一宮町さんとの合併は、将来に向けた

大きな第一歩として考えるべきことであろうと思っております。これ

につまずくようなことになれば、その先には進めない。この地域に次

はないという大きな決意のもとに挑む覚悟をいたしております。ス

タートとしましては、県内で最も遅いスタートとなり、期限内の合併

までには限られた時間となりますが、お互いに厳しい財政状況をかん

がみれば、国の財政支援のあるうちに合併することが両市町にとって

最良であり、真剣な議論を尽くせば、必ずや道は開けるものと信じて

おります。 

次に、私の考える合併の目的でございますが、この目的は、どちら

が損か得かではなく、歴史に培われたまちの誇りの愛着などお互いの

立場を尊重し合う、そんな信頼関係を基本にして、地域の個性や特

色、資源といった素材を生かしたいつまでも住み続けたいと思ってい

ただけるようなまちづくりができればと考えております。私たちの子

孫に誇れる光と緑に映える全国に誇れるような豊かなまちづくりのた

めに全力を尽くすことであると考えております。 

どうか、この協議会が新しいまちづくりの礎となるような委員の皆

様方の格段のお力添えをお願い申し上げまして、あいさつとさせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

 

事務局長    ありがとうございました。 

それでは、引き続きまして、副会長の鈴木孝昌一宮町長がごあいさ

つ申し上げます。 

副会長（一宮町長） 皆さん改めておはようございます。 

本日、合併協議会の初会合が設立できましたことを心から感謝申し

上げます。しかも、ここに県の本庁の西村総務部長さん、高柳県会議

員さん、あるいは事務所の夏目さん、御出席いただきまして心から感

謝申し上げます。ここまでに至るに当たりまして、県あるいは東三河

事務所の熱い御指導があったことを心から感謝申し上げます。 

そして、この１市１町の合併につきましては、私の方の町を一つの

原因といたしまして、これが成立することができませんでした。しか

し、町民の中から、これの状態でいいのでしょうかという大変すばら

しい発案がでました。そこで、4,535という署名で議会をもちまして

請願を採択したと、こういう経過がございまして、それを私が受けま
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してここに至ったわけでございます。その中には、議員諸公14名中

12名が「推進」と、こういうような皆さん方の熱意をもちまして、私

もその熱意に動かされた。同時に、私もあの失敗がいいのかというこ

とを大変危惧しておりました。その中で議会の方からの発案によりま

して意を強くして将来、我が町民が幸せになるべく道を模索するに

は、豊川市と合併しかないと、こんなふうに決断をして今日に至った

わけでございます。 

それには、やはりまちづくりの観点からして将来、町民の幸せにな

るのは、やはりこの合併をすることによって、一宮町に皆さんが行っ

てみたいまち、あるいは合併の中では豊川市に行ってみたいまち、住

んでみたいまち、あるいはそこに働く場所の創生、こういうことが必

ずできると、すばらしい豊川市になると信じております。 

そこで、一番大切なことは、歴史、文化をときほどきましても、や

はり旧、昔の宝飯郡でございます。その宝飯郡が一本になることで、

やはり違和感は全然なしと。やはり経済的にもやはり共通の面がござ

います。本当に違和感がないと、こんなことも考えております。 

そして、昔の中でこの豊川市がこのようなすばらしい発展を遂げた

のは、我が一宮町の水源、この水を供給することによって豊川市がこ

んなにすばらしい発展をしたということを自信を持っております。我

が一宮町には豊富な水がめがございます。これは戦時中ではございま

すけれど、提供することによってすばらしいまちに、そして今回は我

が一宮町には財産区としまして百数十ヘクタールの土地がございま

す。これも有効に、自然を生かしながら有効に使うことによって豊川

市という名市の中ですばらしい発展を遂げると、こんなふうに確信を

しております。 

そして、我がまちにおきましては、まだまだ青年都市でございま

す。その青年都市であるこのおくれた部分を、まだ未熟な部分をやは

り御指導を願いながら一体となってまちづくりをすることが我が町民

も、あるいは豊川市町民としての幸せが来ると確信をしているわけで

ございます。 

そういうことで今後のまちづくりにおきましては、両方手を携え

て、先ほど市長さんのお話のように一宮とか、あるいは豊川でなく

て、豊川市民として手を携えていくことが両市民の幸せにつながる

と、こんなふうに思っております。 

どうか、今後ともども皆さん方の御指導、御鞭撻を心から御祈念申

し上げまして私のあいさつといたします。よろしくひとつお願いいた

します。ありがとうございました。 
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事務局長    ありがとうございました。 

続きまして、委員、顧問及び事務局職員の紹介に移らさせていただ

きます。 

委員及び顧問の名簿をお手元に配付させていただいておりますが、

本日は初めての協議会でございますので、大変恐縮ですが、委員と顧

問の皆様には自席で簡単な自己紹介をしていただきたいというふうに

思います。 

なお、御来賓の方々は、後ほど私の方から御紹介をさせていただき

ます。 

それでは、一宮町助役の田口委員から右回りの席順でよろしくお願

いいたします。 

 

田 口 委 員   一宮町の助役を務めさせていただいております田口です。よろしく

お願いします。 

 

山 脇 委 員   豊川市の議長の山脇でございます。よろしくお願いします。 

 

鈴 川 委 員   おはようございます。豊川市議会議員の鈴川でございます。よろし

くお願いします。 

 

石 黒 委 員   豊川市議会の石黒規吉です。よろしくお願いします。 

 

美 崎 委 員   一宮町の議長の美崎でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

美 馬 委 員   一宮町議会の美馬でございます。よろしくお願いいたします。 

 

安 藤 委 員   一宮町議会の安藤博道です。よろしくお願いします。 

 

鈴木（孟）委員 豊川市連区長会の会長であります鈴木孟大と申します。よろしくお

願いいたします。 

 

鈴木（一）委員 豊川商工会議所の会頭の鈴木でございます。よろしくお願いします。 

 

中 野 委 員   豊川市の４号委員の中野嵯紀子と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 

竹 生 委 員   一宮町の４号委員の竹生と申します。よろしくお願いいたします。 
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戸河里委員  一宮町の４号委員、戸河里です。一宮町商工会の会長を務めさせてい

ただいております。よろしくお願いいたします。 

 

藤 井 委 員   一宮町の４号委員の藤井勝二と申します。よろしくお願いします。 

 

顧問（夏目）  合併協議会の方の顧問に就任させていただきました東三河事務所長

の夏目でございます。よろしくお願いします。 

 

事務局長    ありがとうございました。 

なお、本日、豊川市助役の細井委員につきましては、御尊父様御逝

去のため欠席となっております。 

また、監査委員につきましては、豊川市の監査委員でございます片

岡 勇様、安藤正和様、山内 学様に委嘱させていただいておりま

す。 

次に、事務局職員でございますが、時間の都合上、お手元に配付し

てございます名簿でもって紹介にかえさせていただきます。 

私を含めまして５名の職員が豊川市及び一宮町から派遣をされてお

りまして、合併協議会の事務を担当していきますので、何とぞ御指導

を賜りますようよろしくお願いします。 

続きまして、本日大変お忙しい中を御来賓の方々にお越しをいただ

いております。ごあいさつをお願いしたいというふうに思います。 

初めに、地元愛知県議会議員の高柳淳子様、よろしくお願いいたし

ます。 

 

愛知県議会議員（高柳） 皆さんおはようございます。ただいま御紹介いただきまし

た県会議員をさせていただいております高柳淳子でございます。 

本日は、晴れて第１回豊川市・一宮町合併協議会が開催されること

になって一言お祝いを申し上げたいと思います。 

この地域は、県内でも早くから合併協議会に、合併に対しては取り

組んでまいりましたけれども、残念ながら３月に残念な形で終わって

しまいました。しかしながら、今、会長、副会長を初め、ごあいさつ

伺いましたけれども、豊川市と一宮という新しい枠組みの中で再出発

ということで、ここまで来るには大変な御苦労があったことと思いま

す。しかしながら、豊川市と一宮町という新しい枠組みの中で非常に

短い時間での議論になると思います。それを今まで合併協議会におい

ていろいろな下地があると思いますので、それを土台にしてより深く

短期間でございますけれども、議論を重ねていただきまして、歴史に
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残る子孫に対しても将来に対しても新しい新市の誕生を御祈念申し上

げます。どうか深い議論をしていただき、新しい市の誕生をお願いし

たいと思います。 

私も微力ながらしっかりと応援させていただきたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いします。 

本日はまことにおめでとうございます。 

 

事務局長    ありがとうございました。 

続きまして、愛知県総務部長の西村 眞様からお言葉をちょうだい

したいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

愛知県総務部長（西村） おはようございます。愛知県総務部長の西村でございます。

本日ここに、第１回の豊川市・一宮町合併協議会が開催されるに当た

りまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

また、日ごろから県政の各般にわたり御理解と御協力を賜り、この

場をお借りいたしまして厚く御礼申し上げます。 

さて、御承知のとおり、地方分権の進展、少子高齢化の進行、それ

から、厳しい財政状況、新たな行政課題の健全化など、その地方行政

を取り巻く環境は、大きく今、変化をしております。 

こうした中、住民に最も身近で基礎的なサービスを担う市町村の果

たす役割は、ますます大きくなってきております。このため、効率的

で強固な行政体制を確立し、広域的なまちづくりを進めようと、全国

で市町村合併が進められているわけでありますが、県内でも来年の４

月１日には、合併によりまして四つの新しい市が誕生することになり

ます。この４地域を含めまして、現在、この豊川市・一宮町地域以外

におきましても、その県内には12地域、36市町村で法定協が設置され

ております。それぞれ本年度中の合併申請に向けて最終段階の調整を

行っているところでございます。これらの地域では、おおむねその順

調に協議が進んでおりまして、新しい愛知の姿が徐々に形を見せつつ

あると実感をしているわけであります。 

この地域は、過去に豊川と宝飯４町の合併法定協が設立をされ、そ

の協議を進められてきましたが、その結果として合併には至りません

でした。本年３月に廃止ということになりまして、こうした状況を踏

まえた上で一宮町における豊川との合併を求める住民皆様の動き、ま

た新しいまちづくりへの発展への可能性を求めて再び新しい決意を持

って、その豊川市と一宮町の１市１町での合併協議に取り組まれるこ

ととなりました。 

合併特例法の期限であります17年３月まで、残された時間はわずか
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となってきております。限られた時間を十分に御認識いただいて、そ

の密度の濃い熱意のある協議を進められることは、必ず住民の皆様の

理解を得ることにつながるものと確信をしております。 

合併を目指して本日、お集まりの市長さん、町長さん、それから、

議会の議員の皆様、また住民代表の皆様の一層の御尽力をお願いする

次第でございます。 

最後となりましたが、東三河地域の中央部に位置しました多様な自

然環境と文化遺産を有するこの当地は、合併により、これまでに培わ

れた歴史、文化をはぐくみながら、それぞれの地域の特色を生かして

魅力あるまちづくりを目指していく大きなエネルギーを秘めていると

思っております。 

この合併に向けた取り組みを通じまして、この地域がさらなる発展

を遂げられますことを祈念いたしまして私のあいさつとさせていただ

きます。どうもおめでとうございました。 

 

事務局長    ありがとうございました。 

それでは、ここで高柳県議さんと西村部長さんは公務の御都合で退

席されますので、よろしくお願いいたします。 

御多忙のところ、大変ありがとうございました。 

 

［来賓退席］ 

 

事務局長    それでは、本日の議事に入らさせていただきます。 

議事の進行につきましては、協議会規約第６条第３項の規定に基づ

き、会長にお願いをいたします。 

 

会  長    それでは、規約に基づきまして議長を務めさせていただきます。皆

様方の御協力をお願いいたします。 

本日の会議につきましては、委員15人中14人の御出席をいただいて

おります。したがいまして、協議会規約第８条第２項の規定により、

本日の会議は成立いたしております。 

審議に先立ちまして会議録署名委員の指名をさせていただきたいと

思います。田口 智委員さん、鈴木孟大委員さんの御両名にお願いい

たします。 

それでは、最初に報告事項でございますが、報告事項(1)「豊川

市・一宮町合併協議会設置までの経緯について」から報告事項(9)

「豊川市・一宮町合併協議会委員等の費用弁償等に関する規程につい

て」まで一括して事務局から説明を求めます。 
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事務局長    それでは、報告事項(1)から報告事項(9)までを一括して説明させて

いただきます。 

初めに、報告事項(1)「豊川市・一宮町合併協議会設置までの経緯

について」説明させていただきます。 

会議資料の１ページをごらんください。 

豊川市と宝飯郡の合併協議会が住民意識調査の結果を受けて、３月

31日に廃止されてから、一宮町では豊川市との合併を求める会が町議

会に対して８月４日に豊川市との合併に向けた「市町村合併推進に関

する請願書」を提出し、９月17日に合併請願書審査特別委員会におい

て、また９月21日に本会議において同請願書を採択いたしました。 

10月14日には、一宮町議会が豊川市に対して法定合併協議会の設置

を申し入れることを決定し、翌15日には町長、助役、正副議長が豊川

市役所に出向き、現行の合併特例法の期限である平成17年３月末日ま

でに知事へ合併申請することを前提としました法定合併協議会の設置

の申し入れを行いました。 

これを受けて、豊川市では10月20日に市議会が議会協議会を開催

し、一宮町の申し入れに対する対応を協議、申し入れを受けることを

決定をいたしました。 

この決定を受けて、同日、豊川市長、助役、正副議長が一宮町を訪

ね、一宮町の申し入れを受ける旨を一宮町長、助役、正副議長に伝え

ました。 

10月25日には、両市町の首長、助役、正副議長により法定合併協議

会設置に向けて合併の方式など基本的な事項についての事前協議を実

施し、両市町の議会の了承を得て、11月11日に豊川市長と一宮町長と

の間で事前協議事項確認書が締結されました。 

11月22日には一宮町議会において、24日には豊川市議会において、

それぞれ豊川市・一宮町合併協議会設置議案が可決をされ、11月25日

に豊川市・一宮町合併協議会が設置されたところでございます。 

なお、11月30日には、県から合併重点支援地域に指定をされており

ます。 

次に、２ページをごらんください。 

11月11日に、豊川市長と一宮町長との間で交わされた事前協議事項

確認書でございます。この確認書の位置づけとしましては、冒頭にあ

りますように、合併協議会の設置に当たり、事前に両市町間で合併協

議の主な項目について、その基本方針を調整したものでございます。 

確認事項は、全部で６項目ございます。 

１は、合併の方式、新市の名称と行政運営の基本的な方針を定めた
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ものでございます。 

合併の方式は「編入合併」とし、名称は「豊川市」といたします。

行政運営につきましては、原則として豊川市の例によりますけれど

も、両市町間で大きな差異がある場合には、法に定めがある場合を除

き、原則３年の緩和期間を検討するものでございます。これは保育料

や水道料金など豊川市の方が住民負担の少ないものについては、合併

後すぐに豊川市の水準に統一をいたしますけれども、都市計画税など

一宮町の方が負担が少ないものについては、激変緩和のため、一定の

経過措置を設けることを基本とするものということでございます。 

２は、合併の期日でございます。合併特例法の期限内の合併を目指

し、17年３月までに両市町の議会において合併関連議案を可決した上

で知事への合併申請を行うことを目標としております。具体的な合併

期日は、今後協議会の中で協議決定していくことになります。 

３は、事務所、すなわち市役所の位置と一宮町役場の取扱いについ

てでございます。市役所の位置は、現在の豊川市役所とし、一宮町の

役場につきましては、住民サービスの低下を招かないよう新市におい

ても引き続き支所として存続することを確認しています。 

なお、具体的な支所の機能については、今後協議会の場で協議決定

していくことになります。 

４は、地域審議会等の取扱いについてでございます。合併特例法に

は、地域審議会や地域自治区といった旧市町村の意見を新市に反映さ

せるための制度がございますが、前回の１市４町の協議においては、

４町にそれぞれ地域審議会を設置することとしたこともございまし

て、今回も一宮町の区域に設置するかどうか、検討していくものでご

ざいます。 

１枚おめくりをいただきまして、５は、議会議員の定数及び任期の

取扱いについてでございます。合併により、失職することになります

一宮町の議会議員の身分の取扱いについて定めたものでございます。

一宮町の区域に選出議員の空白を生ずることのないよう、地方自治法

第91条第５項の規定に基づきまして、合併後、一宮町の区域を選挙区

とする定数４の増員選挙を実施することとしたものです。 

なお、合併後の最初の一般選挙においては、さらなる定数削減を目

指すこととしています。 

６は、建設計画策定に当たっての基本方針を定めたものでございま

す。１市４町の建設計画を基本的に尊重し、新市の均衡ある発展を図

るため、道路、下水道、区画整理といった生活分野の基盤整備を着実

に推進していくこと。また、合併は、これまでの行政を見直す行財政

改革のよい契機であるとの認識から、国、県の財政支援などを生か
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し、危機的な状況にある財政の健全化もあわせて目指すこととしてい

ます。 

次に、報告事項(2)「豊川市・一宮町合併協議会設置に関する協議

書について」御説明申し上げます。 

資料４ページをごらんください。 

合併協議会設置に関します協議につきましては豊川市及び一宮町の

議会において議決を得ましたので、地方自治法の規定に基づき規約を

定め、協議会を置くものとするものでございます。 

11月24日に協議を終えているものでございます。 

それでは、次のページ、５ページ、６ページの豊川市・一宮町合併

協議会規約について説明をさせていただきます。 

これは、協議会の基本的なことを20カ条で定めたものでございま

す。 

第１条は、協議会の設置に関する根拠規定でございます。 

第２条は、協議会の名称を定める規定で、「豊川市・一宮町合併協

議会」とするものでございます。 

第３条は、協議会が所掌する事務を定める規定で、合併に関する協

議や新市建設計画の作成など三つの事務を掲げております。 

第４条は、協議会の事務所の規定で、事務所は豊川市役所内に置く

とするものでございます。 

第５条は、協議会の組織を定めたもので、協議会は、会長及び副会

長を含む委員により組織する旨を定めてございます。 

第６条は、会長と副会長に関する規定でございまして、会長は豊川

市長、副会長は一宮町長とするものでございます。 

第７条は、協議会委員に関する規定でございまして、１号委員は一

宮町長、２号委員は両市町の助役、３号委員は両市町の議長及び両市

町の議会ごとに選出された議員各２名、４号委員は両市町の長が協議

して定めた学識経験を有する者、若干名でございます。 

第８条及び第９条は、会議の招集、開催方法、意見の聴取に関しま

して定めた規定でございます。 

第10条は、協議会に顧問を置くことができる旨を、第11条では、小

委員会を設置することができる旨を定めた規定で、第12条は幹事会の

設置を定めたものでございます。 

第13条及び第14条は、協議会の事務局及び職員に関しまして必要な

事項を定めたものでございます。 

第15条は、協議会に要する経費は、両市町で負担することを定めた

規定でございます。 

第16条は、協議会の出納の監査に関する規定を、第17条は、財務に
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関する事項、第18条では、協議会委員等の費用弁償等に関する規定、

第19条は、協議会解散の場合の措置を定めた規定、第20条では、規約

に定めがない事項について、会長が会議に諮り、別に定めるとしたも

のでございます。 

なお、附則にございますが、この規約は平成16年11月25日をもって

施行されております。 

以上が合併協議会規約でございます。 

次に、７ページをごらんください。 

報告事項(3)「豊川市・一宮町合併協議会規約に関する協議書」で

ございます。これは、合併協議会規約に基づいて両市町の長が協議し

て定めた事項でございます。 

内容は、第１条、協議会の委員の定数は15名とする。 

第２条、学識経験を有する者は、別表１のとおりとするということ

で、８ページのとおり両市町の推薦３名ずつ６名の方々が選任されて

おります。 

第３条、事務に従事する職員は、別表の２のとおりとするというこ

とで、８ページのとおり両市町から５名が11月25日付で派遣をされ、

事務局職員として事務に従事しております。 

第４条、協議会に要する経費については、両市町の負担とし、その

割合は均等割40％、人口割60％とすることとされております。 

以降、第５条は、内容を変更する場合は、別に変更協議書を取り交

わすということ。 

第６条では、協議書に定めるもののほか、必要な事項は両市町の長

が協議をして定めるということ。 

第７条は、協議の発効でございますが、平成16年11月25日から発効

するというものでございます。 

最後の第８条でございますが、協議会が解散したときには、その効

力を失うものとするものでございます。 

なお、この協議書は、平成16年11月24日に協議を終えているもので

ございます。 

次に、資料の９ページをごらんください。 

このページの報告事項(4)「豊川市・一宮町合併協議会幹事会設置

要綱」から(9)「豊川市・一宮町合併協議会委員等の費用弁償等に関

する規程」、これまでは合併協議会規約に基づいて会長が定めたもの

でございます。 

それでは、９ページの報告事項(4)「豊川市・一宮町合併協議会幹

事会設置要綱」について御説明いたします。 

この要綱は、合併協議会規約第12条第２項の規定に基づきまして設
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置するものでありまして、幹事会の組織及び運営に関し必要な事項を

定めたものでございます。 

所掌事務といたしましては、第２条で協議会の会議に付すべき事項

についての協議または調整と両市町において調整を必要とする事項に

ついての協議に関することとしております。幹事は、両市町の助役及

び企画担当課長をもって充てることとされておりまして、幹事長に

は、幹事の互選により豊川市の細井助役が選出されております。ま

た、東三河事務所の山下行政企画課長にオブザーバーをお願いし、御

承諾をいただいておりますので、御報告申し上げます。 

次に、資料の10ページをごらんください。 

報告事項(5)「豊川市・一宮町合併協議会専門部会設置要綱」につ

いてでございますが、この要綱は、合併協議会幹事会設置要綱第８条

の規定に基づきまして、専門部会の組織及び運営に関し必要な事項を

定めたものでございます。 

所掌事務については、第２条で幹事長の指示を受け、協議会の所掌

事務について専門的に協議し、または調整をすることといたしており

ます。 

組織としましては、第３条で、両市町の事務の担当部課長または部

課長相当職にある者をもって充てることといたしております。 

次に、資料の11ページをごらんください。 

報告事項(6)「豊川市・一宮町合併協議会分科会設置要綱」につい

てでございますが、この要綱は、合併協議会専門部会の設置要綱第３

条３項の規定に基づきまして、分科会に関し必要な事項を定めたもの

でございます。 

所掌事務については、第２条で専門部会の部会長の指示を受け、専

門部会の事務を補助するための協議及び資料の調製などを行うことと

しております。 

組織といたしましては、第３条で専門部会の部会長が選任する両市

町の事務所管部署の課長補佐または係長の職にある者をもって充てる

こととしております。 

次に、資料の12ページをごらんください。 

報告事項(7)「豊川市・一宮町合併協議会事務局規程」についてで

ございますが、この規程は、合併協議会規約第13条第２項の規定に基

づきまして、協議会の事務局に関し必要な事項を定めたものでござい

ます。 

規程の主な内容でございますが、所掌事務としましては、第２条で

協議会の会議に関することなど協議会の運営全般に関し、必要な事項

を行うこととしております。 
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なお、事務局への派遣職員は、豊川市から３名、一宮町から２名の

計５名でございます。 

次に、資料15ページをごらんください。 

報告事項(8)「豊川市・一宮町合併協議会財務規程」についてでご

ざいますが、この規程は、合併協議会規約第17条の規定に基づきまし

て、合併協議会の財務に関し必要な事項を定めたものでございます。 

規程の主な内容でございますが、協議会の事務の適正な運営を確保

するために、歳入歳出予算については第２条から第５条まで、出納に

ついては第６条から第８条まで、決算については第９条で、それぞれ

必要な手続を定めております。 

次に、資料の18ページをごらんください。 

最後の報告事項になりますが、報告事項(9)「豊川市・一宮町合併

協議会委員等の費用弁償等に関する規程」についてでございます。こ

の規定は、合併協議会規約第18条第３項の規定に基づきまして、合併

協議会の委員等の費用弁償等について必要な事項を定めたものでござ

います。 

規程の主な内容でございますが。第２条により報酬につきまして

は、日額8,600円とするものですが、首長、助役、議長、監査委員で

ある者を除いた議員並びに顧問については、報酬を支給しないとする

ものでございます。 

以上で報告事項(1)から報告事項(9)までの説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

会  長    それでは、ただいま事務局から合併協議会設置までの経緯について

から、合併協議会委員等の費用弁償等に関する規程についてまでの報

告がございました。ただいまの報告につきまして御質問、あるいは御

意見がございましたら、お願いいたします。 

 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    なしということでございましたので、これは幹事会で先日、審議し

ていただいて、もう既に報告がいっているかと思いますので、御質問

もないようですので、御理解をいただいたものとして、次の議事に移

らさせていただきます。 

議題の方をおめくりください。協議事項(1)でございます。「豊川

市・一宮町合併協議会運営規程（案）について」御審議をお願いいた

します。 

まず、事務局の説明をお願いいたします。 
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事務局（中野） それでは、説明させていただきます。 

会議資料の19ページをごらんいただきたいと思います。 

協議事項(1)「豊川市・一宮町合併協議会運営規程（案）につい

て」でございます。 

この規程は、豊川市・一宮町合併協議会の運営に関して必要な事項

を定めることを目的として、規約第20条の規定に基づき提出させてい

ただくものでございます。 

規程の内容でございますが、第１条は、規程の制定趣旨を定め、第

２条は基本方針としまして、協議会の会議は公開として、公平かつ公

正に運営しなければならないこととしております。 

第３条は、会長等の責務としまして、会長は迅速かつ能率的に会議

の議事を進行することに努め、委員は会議に積極的に参画し、円滑な

議事進行に協力しなければならないこととしております。 

第４条は、会議の開閉としまして、会議の開会と閉会は会長が宣告

することとしております。 

第５条は、表決としまして、会議の議事は、会長及び出席委員の全

会一致をもって進めることを原則としておりますが、表決が分かれた

場合、または会長がやむを得ないと認めるときは、会長及び出席委員

の３分の２以上の賛成をもって決することとしております。 

第６条は、傍聴としまして、会議は傍聴することができることとし

ております。 

第７条は、会議録としまして、会議の開催日時、場所、出席委員の

氏名、議題及び議事の要旨を記載した会議録を調製し、会長及び会長

が指名した２名の委員が署名しなければならないこととしておりま

す。 

第８条は、会議録の公開としまして、会議録及び会議に提出された

文書は公開することとしております。 

第９条は、規律としまして、会議中はみだりに発言し、騒ぎ、その

他議事の妨害となる言動を禁止し、会議場においては資料、新聞紙、

文書などを配付するときは、会長の許可を得なければならないことと

しております。 

第10条は、小委員会の設置としまして、必要がある場合は会長が協

議会に諮って置くこととし、委員は協議会の委員のうちから会長が指

名することとしております。 

第11条は、委任規程であります。 

なお、この規程は、本日平成16年12月８日から施行するものでござ

います。 
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以上で協議会運営規程（案）の説明とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

会  長    ただいま説明がありました本案に対する質疑に入ります。御質疑が

ありましたら、お出しいただきたいと思います。 

特にございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    特に御意見もないようですので、採決を行います。 

協議事項(1)「豊川市・一宮町合併協議会運営規程」についてを原

案どおり決することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 

続きまして、協議事項(2)に入りますが、(2)は、「豊川市・一宮町

合併協議会会議傍聴規程」について御審議をお願いいたします。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（中野） それでは、説明をさせていただきます。 

会議資料の20ページをごらんいただきたいと思います。 

協議事項(2)「豊川市・一宮町合併協議会会議傍聴規程（案）」につ

いてでございます。 

この規程は、豊川市・一宮町合併協議会の会議の傍聴について、必

要な事項を定めることを目的として規約第20条の規定に基づき提出さ

せていただくものでございます。 

規程の内容でございますが、第１条は、規程の制定趣旨を定め、第

２条は、傍聴席の区分としまして、傍聴席は一般傍聴席及び報道関係

者席に分けることとしております。 

第３条は、傍聴の手続としまして、傍聴人は所定の場所で自己の住

所と氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならないこととしておりま

す。 

第４条は、傍聴人の制限としまして、会長は、必要があると認める

ときは、傍聴人の数を制限することができることとしております。第

５条は、傍聴席に入ることができない者としまして、銃器、その他危

険なものを持っている者、酒気を帯びていると認められる者など、同

条各号に列記をしておりますように、会議を妨害し、または人に迷惑
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を及ぼすと認められる者は、傍聴席に入ることができないこととして

おります。 

第６条は、傍聴人の守るべき事項としまして、傍聴人は傍聴席にお

いて会議における言論に対して拍手、その他の方法により公然と可否

を表明しないこと。談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこ

となど、同条各号に列記をしておりますように、会議の秩序を乱し、

または会議の妨害となるような行為をしてはならないこととしており

ます。 

第７条は、写真、映画等の撮影及び録音等の禁止としまして、特に

会長の許可を得た者を除き、傍聴人は傍聴席において写真、映画等を

撮影し、または録音等をしてはならないこととしております。 

第８条は、職員の指示としまして、傍聴人はすべての職員の指示に

従わなければならないこととしております。 

第９条は、違反に対する措置としまして、傍聴人がこの規程に違反

するときは、会長はこれ制止し、その命令に従わないときは、これに

退場を命じることができることとしております。 

なお、この規程は本日、平成16年12月８日から施行するものでござ

います。 

以上で合併協議会会議傍聴規程（案）の説明とさせていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

 

会  長    ただいま説明がありました本案に対する質疑に入ります。御質疑等

ありましたら、お出しいただきたいと思います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    特に御意見もないようですので、それでは、採決を行います。 

協議事項(2)「豊川市・一宮町合併協議会会議傍聴規程」について

を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    ありがとうございます。御異議なしと認めます。よって、本案は原

案どおり可決されました。 

次の協議事項でございます。(3)に移りたいと思います。 

「平成16年度豊川市・一宮町合併協議会事業計画について」と協議

事項「平成16年度豊川市・一宮町合併協議会会計予算について」は、

ともに関連がございますので、一括審議とさせていただきます。 
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事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（中野） ただいま一括議題となりました協議事項(3)「平成16年度豊川市・

一宮町合併協議会事業計画（案）」及び協議事項(4)「平成16年度豊川

市・一宮町合併協議会会計予算（案）」について御説明いたします。 

初めに、平成16年度事業計画（案）について御説明いたしますの

で、21ページをごらんいただきたいと思います。 

まず、会議の開催についてですけれども、来年の３月までという短

い期間ではありますが、協議会の会議を９回開催する計画をさせてい

ただいております。 

次に、調査研究事業でございますが、新たなまちづくりの方向性を

示す重要な計画であります建設計画の策定と合併協定項目の調整を行

います。 

次に、広報・広聴活動でございます。住民の皆様への協議会の協議

内容の情報提供につきましては、全世帯配布の合併協議会だよりの発

行を初めとしまして、ホームページの作成管理、まちづくり講演会の

開催、住民説明会の開催などを行ってまいりたいと考えております。 

以上が平成16年度の事業計画の概要でございます。 

続きまして、協議事項(4)「平成16年度豊川市・一宮町合併協議会

会計予算（案）」について御説明をいたします。 

22ページをごらんください。 

合併協議会の平成16年度予算は、執行期間が本日から来年３月31日

までの４カ月に満たない期間でありますけれども、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ1,168万7,000円と定めるものでございます。 

それでは、内容につきまして御説明申し上げますので、少し飛んで

いただきまして、31、32ページをごらんいただきたいと思います。 

初めに、歳出から説明させていただきます。 

まず、１款総務費、１項総務管理費、１目会議費131万4,000円でご

ざいますが、会議費の内訳としまして、合併協議会委員等報酬62万

円、これは報酬日額8,600円、協議会９回、住民説明会６回を想定し

ております。合併協議会委員費用弁償２万円、協議会運営費として

67万4,000円、この内訳は、協議会の会議録作成委託料などの委託料

42万円、住民説明会託児及び手話通訳謝礼に４万円、一般諸経費とし

て、需用費21万4,000円の計上をいたしております。 

次に、１款１項２目事務局費156万6,000円でございますが、これは

事務にかかる経費でございます。内訳としましては、臨時職員賃金

51万8,000円、臨時職員社会保険料等９万1,000円、職員の普通旅費７

万1,000円、切手代、インターネット通信料の通信事務費に19万
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5,000円、事務局管理費として、コピー機などの賃借料15万円、需用

費などの一般諸経費54万1,000円を計上しております。 

次に、１款１項３目調査研究費557万6,000円でございますが、これ

は事業計画案で御説明いたしました調査研究事業にかかる経費でござ

います。内訳としましては、建設計画策定、住民説明会パンフレット

の作成、講演会開催にかかる委託料でございます。 

次に、33、34ページをお開きください。 

１款１項４目広報費303万1,000円でございますが、内訳としまして

は協議会だよりの発行を５回予定しておりまして、その費用が180万

6,000円、ホームページ作成管理委託費として122万5,000円を計上い

たしております。 

以上、歳出合計は予備費の20万円を含めまして1,168万7,000円とな

るものでございます。 

続きまして、歳入について御説明いたします。 

お戻りいただきまして、29、30ページをお開きください。 

１款１項１目１節の構成市町負担金1,168万5,000円でございます

が、負担金につきましては、協議会規約に関する協議書第４条により

経費は両市町の負担とし、その割合は均等割40％、人口割60％とする

とされておりますので、その割合によりまして豊川市負担金850万

円、一宮町負担金318万5,000円でございます。 

次の２款補助金、３款諸収入では、科目取りといたしまして、それ

ぞれ1,000円を予算計上させていただいております。 

以上で平成16年度予算（案）の説明とさせていただきます。よろし

くお願いをいたします。 

 

会  長    説明が終わりましたので、本案に対する質疑に入ります。御質疑等

がありましたら、お出しいただきたいと思います。ございませんか。 

鈴川委員さん。 

 

鈴 川 委 員   ２点ほどお伺いしたいと思うんですけれども、32ページですけれど

も、会議費に報酬、これは先ほどの説明によりますと、住民説明会

を６回開催されるということで、大体開催地ですか、豊川市か一宮

か、そこら辺の考え方が決まっておりましたら説明願います。 

それともう１点は34ページですけれども、広報費、協議会だより５

回発行ということですけれども、この５回発行をどのような内容で配

布されるのか。ということは、全戸配布なのか、その点についてお伺

いをしておきます。 
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会  長    第１点は説明会、豊川市・一宮町、どちらでどんな計画が今考えら

れておるか。第２番目は、広報の配布についてですね。何か事務局の

方で概要がありましたら、説明してください。 

 

事務局長    初めに、住民説明会の６回の予定でございますが、これはまだあく

までも予定でございますが、一宮町で３回、それから、豊川市の方で

３回ほど開催をしたいというふうに計画をさせていただいております。 

それから、協議会だよりの方でございますが、５回ということで１

月に２回、２月に２回、３月に１回ということで予定をしております

が、場合によっては、合併号というか、あわせて発行するようなこと

になるのかもしれませんが、一応今のところそんなような計画でおり

ます。 

以上でございます。 

 

鈴 川 委 員   わかりました。配布先ですね、それ全戸に配布するのか、その辺。 

 

事務局長    配布の対象でございますが、全戸対象ということで考えております。

豊川、一宮、どちらとも全戸配布ということで考えております。 

以上でございます。 

 

会  長    ほかに御質問等ありましたら、どうぞお出しいただきたいと思いま

す。よろしいですか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、特に御意見もないようですので、採決を行いたいと思い

ます。 

ただいま説明のありました16年度豊川市・一宮町合併協議会事業計

画についてと、16年度豊川市・一宮町合併協議会の会計予算について

を原案どおり決することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    御異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 

それでは、引き続きまして協議事項(5)の方に移ります。 

協議事項(5)「合併協定項目について」御審議をお願いいたしま

す。 

事務局、説明してください。 
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事務局（鵜飼） それでは、協議事項(5)「合併協定項目（案）について」説明させ

ていただきます。 

資料は35ページをごらんください。 

今後、合併協議会において協議をいたします合併協定項目につい

て。１、合併の方式から24、新市建設計画まで24項目を提案させてい

ただきます。 

36ページ以降に参考資料としまして、合併協定項目の概要を説明さ

せていただいておりますので、そちらの方をごらんいただきたいと思

います。 

１、合併の方式につきましては、新設合併と編入合併の２方式ござ

います。どちらを選択するか、協議を行います。 

なお、この項目につきましては、事前協議確認書において、「編入

合併とする」という基本方針が確認されております。 

２番、合併の期日につきましては、合併の効力発生要件であります

総務大臣の告示、事務事業の移行、電算システムの統合などに要する

期間、住民への周知期間などを踏まえまして、最終的に合併期日を検

討する必要がございます。 

合併特例法の財政支援措置の特例を受けようとする場合は、平成

17年３月31日までに各市町が合併関連議案の可決を行い、県知事へ合

併申請をする必要がございます。 

具体的な合併期日につきましても、平成18年３月31日までに合併が

成立している必要がございます。 

この合併の期日につきましては、事前協議確認書におきまして平成

17年３月31日までの県知事申請を目指すということが確認されており

ます。具体的な合併期日について、今後協議会で検討をしていくこと

になります。 

３、新市の名称につきましては、編入合併の場合につきましては、

通常編入する市町村の名称とすることが一般的でございます。これに

つきましても事前協議確認書におきまして、「豊川市」とするという

ことが確認をされております。 

４番は、新市の事務所の位置でございます。新市の事務所の位置に

つきましては、編入合併の場合には、編入する市町村の役所を新市の

事務所とする場合が一般的でございます。なお、編入される市町村の

役所につきましては、支所とするのが一般的でございます。これにつ

きましても事前協議確認書におきまして、現在の豊川市役所を新市の

市役所とし、現在の一宮町役場を新市の支所として引き続き活用する

ということが確認されております。 
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１ページおめくりいただきまして、37ページをごらんください。 

５、議会議員の定数及び任期の取扱いについてでございます。編入

合併の場合には、編入される市町村の議会議員の方が身分を失うとい

うことになりますが、合併特例法に定数特例、在任特例の特例の規定

がございます。また、編入合併の場合には、地方自治法に基づきまし

て、任期の途中に増員選挙を行うことができるという規定もございま

す。これらの規定を適用するかどうか、協議を行っていくことになり

ます。 

なお、事前協議確認書におきましては、地方自治法の特例を用い、

合併後、50日以内に増員選挙を行う。定数４で増員選挙を行うという

ことが確認をされております。 

６、農業委員会の委員の定数及び任期の取扱いについてでございま

す。農業委員会の委員につきましては、専任による委員と選挙による

委員の方がございます。農業委員会の委員につきましては、選挙によ

る委員に限り、編入合併の場合に40人以内で新市の委員として在任す

ることができるという特例措置がございます。この特例措置を適用す

るかどうか、今後協議をしていくということになります。 

７、一般職の職員の身分の取扱いでございます。本来であれば、編

入される市町村の職員の身分は失われるということになりますが、合

併特例法によりまして、引き続き市町村の職員として身分を保有する

よう措置しなければならないというふうに規定されております。この

基本方針について、協議会の場で確認をしていくということになりま

す。 

続きまして、38ページをごらんいただきたいと思います。 

８、地方税の取扱いでございます。市町村税は現在、普通税として

市町村民税、固定資産税、軽自動車税等が、それから、目的税といた

しましては都市計画税、入湯税等が課税されております。合併特例法

第10条の規定によりまして、合併関係市町村間で著しく税率が異なる

など、直ちに均一の課税をすることが公平を欠くと認められる場合に

は、合併年度及びこれに続く５年度に限り課税をしない。または、不

均一の課税をすることができるとする特例措置がございます。この取

扱いについて協議する必要がございます。 

９、地域審議会等の設置についてでございます。合併特例法では、

旧市町村ごとの意見を新市の施策に反映させる制度として、地域審議

会、地域自治区、合併特例区といった制度を規定しております。これ

につきましても事前協議確認書におきまして、旧一宮町の区域に地域

審議会等の設置を検討するということが確認をされております。今後

は協議会の場で具体的な設置内容について協議をいただくことになり
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ます。 

10、財産及び債務の取扱いについてでございます。原則的には合併

関係市町村の財産、土地、建物、債権及び債務は、すべて新市に引き

継がれることになります。ただし、すべての財産を新市に引き継ぐこ

とが適当でない特別な事情がある場合には、財産区を設置することが

できます。１市４町の協議の際には、一宮町の町有林につきまして、

財産区を設置するということを協議結果としております。今回も財産

区を設置するかどうかについて協議をしていく必要があるかと思われ

ます。 

次のページをごらんください。39ページになります。 

11、特別職の職員の身分の取扱いについてでございます。編入合併

の場合には、編入される市町村の特別職の職員の方の身分が失われる

ことになります。その後の新市におきます特別職の行政委員会、附属

機関、非常勤の特別の扱いについて協議を行っていくということにな

ります。 

12、条例規則等の取扱いについてでございます。編入合併では、編

入される市町村の条例規則等は、原則失効するということになりま

す。なお、編入合併におきましても事務事業の一元化による制度改正

等必要がある場合には、新市の市町村の条例規則の改正をして対応す

るということが可能でございます。 

13、組織及び機構の取扱いについてでございます。新市の組織、機

構につきましては、合併後の円滑な行政執行のために、早期に確立し

なければなりませんが、具体的な事務組織は協議会における調整結果

に基づいて合併時までに調整していくことになります。協議会では、

調整に際しての指針について協議をいたします。 

14、町名・字名の取扱いについてでございます。町または字の名称

は、住民生活に密着する事項であり、地域の歴史や文化と大きなかか

わりを持つことが多いため、慎重な協議が必要です。旧一宮町の町

名、字名についてどのような取扱いにするか協議を行っていく必要が

ございます。 

15、慣行の取扱いについてでございます。市町村章、市町村民憲

章、市町村の花、木などの慣行は、住民生活に密着したものでござい

ます。編入合併の場合には、編入する市町村のものを継承する場合が

一般的でございますが、その基本方針について協議をしていただく必

要がございます。 

40ページ、16、公共的団体の取扱いについてでございます。商工会

議所、商工会等の産業経済団体、文化協会、体育協会等の文化事業団

体等公共的活動を営む団体のあり方は、原則としましては、それぞれ
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の団体が自主的に決定すべき事項ですが、協議会におきましては、新

市としての基本的な方針を協議する必要がございます。 

17、一部事務組合等の取扱いについてでございます。合併関係市町

村が構成団体の一部となっている一部事務組合は、編入合併の場合に

は、当該市町村の法人格が消滅することに伴い、組合からの脱退手続

が必要になります。 

なお、一部事務組合のほかにも地方自治法に基づく協議会、事務委

託などの方式で両市町で広域的に処理している事務事業の今後の取り

扱いについて協議する必要がございます。 

18、使用料、手数料等の取扱いについてでございます。公共施設の

使用料、窓口事務の手数料等の取扱いについて協議いたします。 

19、補助金、交付金等の取扱いについてでございます。市町村は、

公益上必要がある場合は、各種団体等に対し、補助金等を交付するこ

とにより、財政的支援をすることができます。これにつきましては、

個々の補助金等について協議検討することは困難でありますが、その

一般的な新市における取扱いの方針について協議する必要がございま

す。 

20、消防団の取扱いについてでございます。消防団は、現在、両市

町にそれぞれ１団設置されてございます。１市町村当たりの設置数に

つきましては、法律上制限がありませんが、市町村合併が行われた場

合は、ほとんどの事例において統合が行われております。本地域につ

いても統合するかどうか、協議する必要がございます。 

41ページ、21、国民健康保険事業の取扱いについてでございます。

市町村が保険者として運営しています国民健康保険につきましては、

豊川市と一宮町間では、制度が保険料と保険税で異なることや、税率

についても同一ではありません。このため、新市の国民健康保険事業

としてどのような形で統一を行っていくか協議する必要がございま

す。 

なお、国民保険料、あるいは国民保険税につきましては、合併特例

法、あるいは国民健康保険法に基づきまして、合併年度及びこれに続

く５年度に限り、不均一賦課、あるいは不均一課税ができる規定がご

ざいます。この特例措置の取扱いについても協議する必要がございま

す。 

22、介護保険事業の取扱いについてでございます。同じく市町村が

保険者として運営しています介護保険は、両市町間で保険料等が同一

ではありません。介護保険につきましても新市においての統合をどの

ように行っていくのか、協議する必要がございます。 

23、各種事務事業の取扱いについてでございます。市町村が実施し
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ている各種事務事業のうち、住民生活に影響を及ぼす主要なものにつ

いて、個々の事務事業ごとにおいて協議会で調整方針を協議する必要

がございます。 

24、新市建設計画。新市建設計画は、新市の建設を総合的かつ効果

的に推進することを目的として作成するもので、新市のまちづくりの

基本方針、ビジョンを明らかにするものです。なお、新市に対する

国、県の財政支援措置につきましてもこの新市建設計画を基礎として

講じられることとされています。新市建設計画は、合併特例法５条の

規定によりまして、その内容につきまして次の４項目が示されていま

す。 

１、合併市町村の建設の基本方針。 

２、合併市町村または合併市町村を包括する都道府県が実施する合

併市町村の建設の根幹となるべき事業に関する事項。 

３、公共的施設の統合整備に関する事項。 

４、合併市町村の財政計画。 

以上、４項目が合併特例法には例示されております。 

恐れ入りますが、35ページにお戻りいただきたいと思います。 

以上が合併協定項目として提案させていただきます１から24項目の

概要でございます。 

なお、１市４町の合併協定項目につきましては、１から24までは全

く同様の項目でございます。23の各種事務事業の取扱いの細目といた

しまして、総務企画関係事業から８、教育関係事業まで８項目を計上

させていただいておりますが、１市４町の際には、この中に公営住宅

関係事業の取扱いという規定がございました。公営住宅は、現在、一

宮町には設置されておりませんので、今回は各種事務事業の取扱いの

細目からは省いた形で提案をさせていただいております。その他は、

１市４町の協定項目の協議内容と全く同じものでございます。 

以上、合併協定項目について提案をさせていただきました。 

 

会  長    ただいま合併協定項目についての話し合いの項目を提案していただ

いたわけであります。御質疑がありましたら、お出しいただきたいと

思います。 

こういった項目について今後話し合いをするということでございま

すので、よろしくお願いします。よろしいでしょうか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、特に意見もないようですので、採決を行います。 
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協議事項(5)「合併協定項目について」を原案どおり決することに

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    ありがとうございました。御異議なしと認めます。よって、本案は

原案どおり可決されました。 

こういった項目について今、事務局から説明ありましたように、

24項目について、この３月まで豊川市・一宮町両市町とも話し合いの

基盤はできておりますので、短い期間でございますので、幹事会及び

職員は頑張っていただきたいと存じます。 

それでは、最後の協議事項(6)に移ります。協議事項(6)「新市建設

計画骨子（案）について」御審議をお願いします。 

事務局に説明をお願いします。 

 

事務局（渥美） それでは、協議事項の(6)「新市建設計画骨子（案）について」提

案をさせていただきます。 

お手元の資料42ページをごらんいただきたいと思います。 

この骨子案につきましては、先進地の新市建設計画を参考に基本的

には前回１市４町の新市建設計画の構成をベースにして項目立てをし

てございます。 

１ はじめにですが、合併の必要性をトップにもってきておりま

す。やはり、なぜ必要なのかを前面に出していくことが一番大切では

ないかと考えまして、前回の建設計画にはございませんが、先頭に持

ってきております。 

次に、計画の総論であります。計画策定の方針について記述をしま

す。 

次に、２ 新市の現況と課題ですが、統計的なデータで現況を示

し、その現況等を踏まえた課題を位置づけます。 

次に、３ まちづくりの基本方針ですが、２の新市の課題を踏ま

え、将来像をどうとらえ、どんなまちづくりを目指すのかを明確にし

ていきます。また、人口の見通しや土地利用の方針についても記述す

ることとしています。 

次に、４ 新市の施策ですが、将来像を実現するためにどのような

事業を行っていくのかを位置づけてまいります。今回は、重点プロジ

ェクトという項を設けておりますが、特別新たに大きなプロジェク

ト、建物を建てるというものではなく、既存の事業であっても新市に

なったときに基盤整備として重点的に行う必要があるものや、福祉
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サービスなどのソフト事業で新しい地区にも広げていくべく事業など

を重点的事業として位置づけてまいりたいと考えております。 

なお、施策の大綱に当たる分野別、主要施策の項目につきまして

は、現在、豊川市で検討中の総合計画の項目立てをベースにしており

ます。 

次に、５ 新市における愛知県事業の推進ですが、幹線道路網の整

備などを中心に新市において県が実施、あるいは実施に向けた検討等

を行っていただける事業の取りまとめを行います。 

次に、６ 公共施設の統合整備ですが、現在ある公共施設を新市に

おいてどう整備を図るのか、方針を記述するものです。 

次に、７ 財政計画ですが、現行制度を基本に算定を行いますが、

過大な見積もりをしないよう留意するとともに、合併による経費節減

効果や事業の見込み、サービスレベルの変化などの影響を見込み、適

格に算定することとします。 

以上で協議項目(6)新市建設計画の骨子（案）の説明を終わります

が、今後の予定としましては、次回には１から３までの文案を、次々

回には４から７までの文案をお示しし、御協議いただきまして、来年

早々には県との事前協議にかかってまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

提案の説明は以上でございます。 

 

会  長    ただいま説明のありました本案について質疑に入ります。何か質疑

がありましたら、お出しいただきたいと思います。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    なしというお声がございましたので、よろしいでしょうか。 

それでは、採決を行います。 

協議事項(6)「新市建設計画骨子について」を原案どおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決されました。 

以上で本日の協議事項は終わりますが、引き続きまして、次回等の

提案事項に移りたいと思います。 

本日、５件の項目について提案させていただきます。 

なお、ただいまから提案説明をいたします５件の提案事項は、本日
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は説明のみでございまして、次回の協議会でお願いいたしたいと思い

ます。次回の協議会に御意見がありましたら、お受け付けいたしたい

と思います。 

それでは、提案事項(1)の合併の方式についてから、提案事項(5)の

特別職の身分の取扱いについてまで一括して事務局から説明をお願い

します。 

 

事務局（鵜飼） それでは、説明させていただきます。 

提案事項につきましては、別冊資料となっております。Ａ４縦長の

提案事項という表紙のついたもの、それから、Ａ横長で提案事項参考

資料と表紙がついておりますもの、二つをごらんください。 

縦長の提案事項につきましては、提案の本文を記載したものでござ

います。横長の参考資料につきましては、その参考資料を記載させて

いただいたものでございます。 

説明につきましては、Ａ４横長の提案事項参考資料をもとに説明を

させていただきます。 

１、合併の方式から順次説明をさせていただきます。 

合併の方式の提案内容といたしましては、宝飯郡一宮町を廃し、そ

の区域を豊川市に編入する編入合併とする、というものでございま

す。 

１ページには、新設合併と編入合併の比較が表となっております。

基本的には、②の新自治体の法人格をごらんください。新設合併につ

きましては、合併関係市町の法人格がすべて消滅し、新しい市町の法

人格が発生する。編入合併の場合につきましては、編入する市町の法

人格はそのまま存続し、編入される市町の法人格が合併と同時に消滅

する。というのが基本的な法律の位置づけでございます。これに基づ

きまして、原則的には、編入される方の市町村の名称、事務所の位

置、特別職、一般職の身分、条例規則等がすべて失効するということ

になるものでございます。 

ただし、名称、事務所の位置、それから、条例規則等につきまして

も新たに新市で条例を改正することにより、改正することが可能です

ので、具体的に新設合併と編入合併の場合で根本的な違いが生じるの

は、５の現市町村長の身分、これについてだけでございます。これ以

外、あるいは特別職の方もおりますが、首長、助役、収入役、その他

特別職の身分が編入合併の場合には失職するということでございま

す。これは根本的な編入合併と新設合併の違いでございます。 

２ページをごらんください。 

２ページ以降４ページまでにつきましては、平成11年から平成16年
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12月１日までの合併事例をすべて掲載してございます。11年から16年

12月１日まで新設合併は現在87例、編入合併が25例行われておりま

す。合併の方式につきましては、事前協議確認書で編入合併とすると

いう方針が確認されておりますので、この協議事項の提案につきまし

ては、編入合併とするということで提案をさせていただきます。 

次に、５ページをごらんください。 

協議項目３、新市の名称についてでございます。提案内容といたし

ましては、新市の名称は「豊川市」とする。というものでございま

す。 

編入合併の場合の名称の法的な位置づけとしましては、原則として

は、編入される市町村の名称がなくなるということですので、編入す

る市町村の名称をそのまま用いるということになります。ただ、新た

に条例を制定することにより、編入合併の場合でも名称を変えるとい

うことも可能でございます。 

次の６ページ、これもまた平成11年から平成16年12月１日までの全

国の編入合併の事例を掲載しております。ごらんをいただきますと、

25例、すべてにおきまして編入する市町村の名称を新市の名称として

おります。 

なお、愛知県では、現在12カ所の合併協議会が設置されておりま

す。これまで愛知県の合併協議会におきまして協議が整ったものにつ

きましても編入合併の場合には、すべて編入する市町村の名称を新市

の名称としているものでございます。 

これにつきましても事前協議確認書の方針のとおり、新市の名称は

豊川市とするということで提案をさせていただきます。 

７ページをごらんください。 

５、議会議員の定数及び任期の取扱いについてでございます。提案

内容といたしましては、合併時に一宮町の議会議員は身分を失い、合

併後、地方自治法第91条第５項の規定に基づき、一宮町の区域を選挙

区とする増員選挙、定数４を実施するものとする。 

なお、合併後、最初の一般選挙においては、さらなる定数削減を目

指すものとする。というものでございます。 

７ページには、編入合併の場合の定数、任期の法律上の選択肢を記

載してございます。 

１ページおめくりいただきたいと思います。８ページをごらんくだ

さい。 

Ａ３横長の資料でございますが、編入合併の場合の議会議員の定数

及び任期について記載したものでございます。左側が合併特例法の特

例を適用しない場合。右側が合併特例法の特例を適用する場合でござ
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います。 

左側の合併特例法の特例を適用しない場合について、原則としまし

ては、現在豊川市は28人、一宮町は14人、計42人の議会議員の方がお

られます。編入合併に伴いまして、一宮町の議会議員が失職し、豊川

市の議会議員が在任するということで、計28人ということになりま

す。 

原則の２でございますが、一宮町の区域に選出議員の空白が生じな

いようにするため、地方自治法91条５項では、合併による人口急増の

場合には、任期の途中においても増員選挙を行うという規定がござい

ます。これにつきましては、合併と同時に、合併後50日以内に増員選

挙を行いまして、一宮町で選挙区を設け、定数６人以内で選挙を行う

ということになります。現在、豊川市と一宮町の人口から考えます

と、新市の法定の上限数は34人ということになります。したがいまし

て、増員選挙を行う場合でも一宮町の選挙区の定数の上限は６人以内

ということになります。なお、選挙区を設ける場合の定数の公選法上

の原則は、人口比例によるということになっております。人口比例に

よる場合、豊川市議会議員の28人に対しまして、一宮町選挙区の定数

は４人ということになります。この表では6人以内と表現してござい

ますが、公選法上の原則で申し上げますと、定数４が原則でございま

す。増員選挙を行いますと、編入先の在任期間を過ぎますと、今度は

新市で一般選挙を行うということになります。これにつきましては、

上限の定数34人以内で定数を定めて選挙を行うということになりま

す。 

右側の合併特例法の特例を適用する場合をごらんください。上段は

定数特例でございます。これにつきましては、ただいま説明をいたし

ました地方自治法の91条５項と同じように、増員選挙を行うものでご

ざいます。ただし、合併関係市町村が数が多い場合に、それぞれ人口

比例で定数を選挙区を設けますと、自治法の上限数を超える場合が出

てきます。その場合について、この合併特例法の定数特例という規定

がございます。１市４町の場合につきましても定数特例を使った場合

には、自治法の上限数を超えるということになりますが、この合併特

例法の特例を使えば、選挙が可能であるということになります。 

ちなみに、豊川市と一宮町の場合につきましては、やはり人口比例

によりますので、一宮町の選挙区は定数４ということになります。先

ほどの左側の地方自治法の91条５項の場合には、最初の増員選挙に限

り、定数６入以内ということが可能でございます。この合併特例法の

定数特例の場合には、定数を何々以内ということではなく、人口比例

により必ず決めなければならないものでございます。したがいまし



33 

て、豊川市が28、一宮が４人ということで、計32人ということになり

ます。 

その後の一般選挙につきましては、改めて定数を定めて選挙を行う

ということになります。 

それから、右下の在任特例でございます。在任特例につきまして

は、合併関係市町村の議員がそのまま在任するということでございま

す。あわせて42人が在任するということになります。 

以上、編入合併の場合の選択肢でございますが、提案内容といたし

ましては、事前協議確認書に確認されておりますとおり、原則２を用

いまして、一宮町区域に選挙区を設け、定数４で増員選挙を行うとい

うことで提案をさせていただきます。 

９ページをごらんください。 

９ページにつきましては、やはり平成11年から平成16年12月１日ま

での編入合併の全国の事例を掲載しております。いずれも合併特例法

の在任特例ないし定数特例を適用しております。 

なお、愛知県内の現在の合併協議会の事例で、編入合併の場合でこ

のように自治法の上限数より少ない数字で定数を定めることとなって

いるのは、この協議会が初めてでございます。新設合併の場合につき

ましては、師勝町の合併協議会におきまして、自治法の上限数より少

ない定数を定めるという調整方針がなされておりますが、編入合併の

場合で自治法の上限数より少ないというのは、この協議会が初めてで

ございます。 

10ページをごらんください。 

10ページには、県内の各市の議会議員の現在の定数の状況が記載し

てございます。参考としていただきたいと思います。 

次に、11ページをごらんください。 

７ 一般職の職員の身分の取扱いについてでございます。提案内容

といたしましては、一宮町の一般職の職員は、すべて豊川市の職員と

して引き継ぐものとする。一宮町の一般職の職員の任命、給与、その

他の身分取扱いについては、豊川市の職員との均衡を考慮して公正に

取り扱うものとする。職員数については、新市において定数適正化計

画を策定し、定員管理の適正化に努めるものとする。一般職の職員に

かかる職名、職階、服務、給与、その他の制度については、豊川市の

制度を基本として調整の上、合併時に統一するというものでございま

す。 

11ページの一番下、参考法令の欄をごらんください。 

合併特例法第９条によりまして、合併関係市町村は、一般職の職員

の身分が引き続き新市においても保有されるよう措置しなければなら
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ない。 

２としまして、職員のすべてを通じて身分取扱いは公正に処理しな

ければならないという規定がございます。調整方針の一段目、二段目

につきましては、この合併特例法の基本方針を確認したものでござい

ます。 

11ページには現在の豊川市・一宮町の職員数の定員、現員が記載し

てございます。 

１枚おめくりいただきまして、12ページには、同じく職員数の年齢

別、職種別の状況が記載してございます。 

続きまして、13ページ、11 特別職の職員の身分の取扱いについて

でございます。提案内容といたしましては、一宮町の常勤の特別職

（教育長を含む及び非常勤の特別職、農業委員を除く）の職員は、合

併の前日をもって失職するものとする。行政委員会、農業委員会を除

く及び審議会等の附属機関並びに嘱託員等の非常勤の特別職について

は、現に両市町で設置されていて、新市において引き続き設置する必

要があるものは、原則として統合し、独自に設置されているものにつ

いては、合併時までにそのあり方を検討する。 

なお、行政委員会及び附属機関等の委員構成については、両市町の

長が別に協議して定める、というものでございます。 

上段につきましては、編入合併の場合には、特別職の方、編入され

る市町村の特別職はすべて失職いたしますので、その原則を確認した

ものでございます。 

後段につきましては、職員の方は失職いたしますが、行政委員会、

審議会等引き続き新市において設置する必要があるものがございま

す。このものについて、それぞれの地域性を考慮して、新たに委員の

選任等を行う必要がある場合が考えられますので、委員構成等は両市

町の長が別に協議して定めた上で新市において新たに行政委員会、審

議会等の附属機関等の設置を検討するというものでございます。 

13ページにつきましては、常勤の特別職、市・町長、助役、収入役

や、それから、教育長の現在の任期等を記載してございます。 

14ページ以降16ページまでにつきましては、非常勤の特別職の両市

町の現況を記載したものでございます。参考としていただきたいと思

います。 

以上、５項目、提案事項についての説明を終わります。 

 

会  長    ただいま第２回会議の協議事項について事前提案がありました。こ

れらの項目は、次回に協議を行いたいということで今、説明があった

わけでありますが、十分な討議が行えるよう資料の内容で御不明な点、
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御質問がありましたら、次回の協議会までの間に何なりと事務局にお

問い合わせいただきたいということでございます。 

以上で議案審議は終了しましたので、次に、その他としまして今後

の日程等について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局長    次回、第２回目の合併協議会会議の開催につきましては、12月16日

木曜日、午後１時半から、場所は本日と同じ豊川市役所、協議会室で

ございます。御予定をお願いしたいというふうに思います。 

次回の議題といたしましては、本日御提案申し上げました合併の方

式初め５項目の協議などを予定しております。 

なお、協議会会議は、先ほど御承認いただきました事業計画で御説

明をさせていただきましたように、短い期間で９回の開催を予定して

おります。そのため、お手元に配付をさせていただきました合併協議

会開催スケジュール、このスケジュールのとおり開催日を予定させて

いただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

また、会場につきましては、今後、一宮町での開催も視野に入れて

考えてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

以上、開催日程について御説明申し上げました。よろしくお願いい

たします。 

 

会  長    以上でもってすべての審議を終わりたいと思いますが、きょうも長

時間にわたりまして皆様方、御審議いただきましてありがとうござい

ました。 

それでは、次回までに何か、私も今、聞いておりまして、宿題がた

くさんございますけれども、勉強してよりよい建設計画をつくるよう

に御努力いただきたいと思います。 

それでは、皆さん、御苦労様でございました。終わります。 

 

 

 

午前１１時０７分閉会 



36 

以上のとおり会議の次第を記録し、これを証するため署名する。 

 

平成１６年１２月８日 

 

豊川市・一宮町合併協議会 

 

会  長 

 

署名委員 

 

署名委員 


