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豊川市・一宮町合併協議会第２回会議会議録 

 

日 時  平成１６年１２月１６日（木）午後１時３０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） 

豊川市助役    細井 正 

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号委員（学識経験者） 

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 

 

 

 

◎欠席者 

４号委員  豊 川 市     鈴木孟大 

顧問  愛知県東三河事務所長 夏目安孝 
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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 会長あいさつ 

３ 会議録署名者の指名 

４ 協議事項 

(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 

５ 報告事項 

(1)新市建設計画策定状況について 

６ 提案事項 

(1)「合併の期日」について 

(2)「地方税の取扱い」について 

(3)「財産及び債務の取扱い」について 

(4)「介護保険事業の取扱い」について 

(5)「各種事務事業の取扱い 上水道関係事業」について 

(6)「各種事務事業の取扱い 下水道関係事業」について 

７ その他 

(1)合併協議会第３回会議について 

日時 平成１６年１２月２１日（火）午後１時３０分から 

会場 豊川市役所 本庁舎３階 協議会室 

８ 閉会 
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会長（豊川市長） それでは、時間がまいりましたので、ただいまから第２回の会議

を開会させていただきます。 

皆さん方のお持ちの第２回会議の次第をごらんいただきたいと思い

ます。 

座ったままあいさつさせていただきます。 

会長としまして、前回に引き続きご協議いただくわけであります

が、また、12月になりましたけれども、大変暖かい日が続きまして、

師走という言葉どおり大変あわただしい時期かと存じますけれども、

大変忙しそうな方々もお見えになりますが、こういった重要な会議で

ございまして、万障繰り合わせていただきまして心から厚くお礼申し

上げます。 

さて、先会からいろいろマスコミの皆さん方も取り上げていただい

たり、前回、テレビ等も入ったということもございまして、非常に関

心が多かったわけであります。私も先週１週間、さらに先々週、忘年

会が、何でも市長出てこいということでございましたので、全部計算

しますと９回ございまして、割と真面目に２時間ぐらいはおつき合い

させていただいたわけであります。 

その間、やはりこの合併の問題については非常に、市民のみなら

ず、商工会関係で言えば一宮町の方々もお見えになるようなこともご

ざいまして、いろいろご質問を伺いました。その中で、若干経過説明

をさせていただきたいと思いますが、きょう議題になっております協

議事項の「合併の方式」、「新市の名前」とか、「町会議員さんたちの

定数の問題」でございますが、これは、市町の事前協議というのを行

ったわけであります。これは、法定協議会を両議会で決定して、法定

協議会でございますので、発議するのは理事者側でございますので、

そこで、この問題については原案を作成するという手前がありまし

て、２回ほど協議を行ったわけであります。そこでその原案を作成し

ました。 

参加者は、新聞等で御存じかと思いますが、豊川市側からは、私、

助役、それから議長、副議長。また、町の方も一宮町長さん、助役さ

ん、町議長さん、副議長さんと、この４名でございますが、ほかにそ

こに随員としまして、両町の企画部の部長を初め、また、役場の方で

は課長さんを初め職員も参加して、そして確認書というものを取り交

わしてきました。その確認書をもとに編入合併申込書がつくられてき

たわけでございまして、申込書を一宮町さんが、町長さんが代表し

て、議長さんも随行でございましたが、私の方にお届けいただいた

と。そして、臨時議会を豊川市としては開きまして議決したという経

過でございます。 
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この経過の中では、きょう議題になっておりますような、名前につ

いては別にそれほどの議論はございませんでしたが、一宮町さんが特

別区の４名という数字の議員さん、これについては、豊川市側からの

議会は、６人でも４人でもよろしいと。別にこだわらないというよう

な意見も第１回目、２回目と出ておりました。しかし、私ら理事者は

議会にあずけたわけでありますが、両方の議会でお話されました。 

前回、在任特例ということで非常に14名の方が、これはほかの３町

もそうでございましたが、全部市議会で88名できるというような経過

の中で、町民にとっても、もちろん豊川市民にとりましてもそうであ

りましたが、これは大変な不評でございました。そういう経過の中で

最終的に決断されたのが４名というようなことになったわけでありま

す。 

したがって、私はそういう事実を今申し上げているわけでございま

して、何か、いろいろな風評は聞こえるわけでございますが、私が非

常に高飛車な方向で４名にしたとか、そういうような経過は全くござ

いません。議会でも、豊川市議会で一議員さんがこのことで、合併に

ついた経過の中で御質問されました。一度議事録を読んでいただけれ

ばおわかりいただけると思いますが、私は事実を申し上げて報告させ

ていただいておりまして、もちろんその後、国の三位一体改革に及ぶ

財政的な補助金、交付金の縮減というような問題についても申し上げ

たわけでありますが、私は、いわゆる一宮町に、私の手元に届いたの

はいつなのか忘れましたが、私が高飛車に一宮町さんの町民を逆なで

するようなことを書いた文書がかなり出回っております。それは、私

にいたしますと全く名誉棄損に等しい文書が出回るということは許し

難い気持ちがしたのは、つい先週でございます。これは、もし、御不

審な点がございましたら、私の発言は議事録をお読みいただき、いか

に文節を分断して事実をねじ曲げて文書をつくっている人がいるかと

いうところが、私は非常に残念に思っております。 

もとより一宮町という地域は、私の気持ちを率直に申し上げれば、

三河の砥鹿神社を持った、本当に伝統ある三河の国史の所在地でござ

いまして、文化あるいは伝統、そして、人々がうるわしい文化をはぐ

くんできた歴史というのは、私は、だれよりも尊重しているつもりで

ございます。そういう中で、こういった未来に対することをやってい

るということを、申し上げるまでもないことでございますが、会長の

あいさつとして冒頭に、若干残念な気持ちもございましたので、お話

させていただきました。 

以上であいさつとさせていただきます。 

それでは、本日の議事に入らさせていただきますが、皆様方のお持
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ちの次第に従いまして行いますが、本日は、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、会議録の署名委員の指名をさせていただきた

いと思います。細井 正委員さんと竹生和史委員さんの御両名にお願

いいたします。 

それでは、最初の協議事項項といたしまして、前回の協議会で提案

を行いました「合併の方式を初め５件について御協議をいただきたい

と思います。 

初めに、協議事項(1)「合併の方式」について御審議をお願いしま

す。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局     会議資料につきましては、本日の第２回会議資料の１ページをごら

んください。 

それから、参考資料といたしまして、前回の会議で配付をいたしま

した「第１回会議提案事項参考資料」、Ａ４横長のものでございます

が、こちらをあわせてごらんいただきたいと思います。 

それでは、協議事項(1)「合併の方式」について。 

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。 

これにつきましては、一宮町から豊川市への編入合併の申し入れに

基づくものであること。事前協議におきましても編入合併であること

が確認されていることから、編入合併とするという提案内容となった

ものでございます。 

説明は以上でございます。 

 

会  長    説明のとおり、本案に対する質疑に入りますが、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    はい。それでは、なしというお声もございましたので、協議事項

（1）「合併の方式」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） 
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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。 

続きまして、協議事項(2)に移ります。「新市の名称」についてを御

審議をお願いします。 

事務局、説明してください。 

 

事務局     資料は、２ページをごらんください。 

協議事項(2)「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。 

編入合併の場合には、編入する市町村の名称とすることが一般的で

あること。事前協議におきましても新市の名称は豊川市とするという

ことが確認されていることから、新市の名称は豊川市とするというも

のでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    説明が終わりましたので、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、採決を行います。 

協議事項(2)でございますが、「新市の名称」についてを原案どおり

決することに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。 

続きまして、協議事項(3)に移ります。「議会議員の定数及び任期の

取扱い」について御審議をお願いいたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局     続きまして、資料３ページをごらんください。 

協議事項(3)「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
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（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。」 

市議会議員の定数につきましては、自治法に基づきまして条例で決

めることになっております。現在の豊川市の議会議員の定数は28人と

なっております。自治法の上限数は34人になります。 

一宮町の議会議員の身分の取扱いについてでございますが、合併時

につきましては在任特例や定数特例といった自治法の上限数を超えて

定数を定めることができる特例もございますが、行革という合併の目

的に照らしまして、自治法の上限数内で選挙を行うことが望ましいの

ではないか。それから、定数につきましては人口比例に基づくものが

新市の住民にとって最も公平であるという観点。それから、事前協議

におきましてもこのような内容で確認がされている点。 

以上のことから、提案内容のとおりとなったものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    説明が終わりましたので、この件について質疑に入ります。御質疑

がありましたらお出しいただきたいと思います。 

はい、竹生さん。 

 

竹生委員    今回、前回の宝飯豊川１市４町の合併とは違いまして、在任特例と

いうものではなくて、一宮区域の議員さんの定数を14名から４名に減

らすということの提案がなされているかと思います。こうした事前協

議をされました内容というのは、まさに、先ほどの会長さんからのお

話があったように、住民の意向を酌んだものということもあると思い

ますけれども、それ以上に、今、町の置かれている状況、こういった

ものに対する町議会の皆様の危機感というものがひしひしと伝わって

まいりますし、また、合併に対する強力なリーダーシップというのが

非常に感じられると思います。 

そこで、事務局の方に教えていただきたいんですけれども、財政的

な点で、この在任特例を使わないで、こういった定数で行うというこ

とは、どのような効果があるのかということを御説明いただきたいと

思います。 

 

会  長    在任特例を使わずに４名ということで両議会で確認された、その財

政的な面でですね。 

よろいでしょうか。はい。 
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事務局     経費としてどのぐらい節減できのかということだというふうに思い

ますけれども、一宮町選挙区で４人の増員選挙を実施した場合、その

任期は、現在の豊川市議会議員の任期満了時、すなわち平成19年４月

末までとなります。合併の期日は、今のところ平成17年度中というこ

とだけで、決まっておりませんので、例えば、平成18年度の１年間で

申し上げますと、議会事務局職員の人件費を除いた議会運営費も含め

て、約3,100万円の節減となります。 

なお、調整方針で「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」としております。平成12年の国勢調査での豊川市、

一宮町の人口合計は、約13万3,600人でございますので、議員定数を

仮に人口約13万2,000人の刈谷市の定数30人で設定をいたしますと、

年間約4,900万円の節減。定数を人口約13万1,700人の瀬戸市の28人と

設定をいたしますと、年間約6,600万円の節減となりまして、平成

18年から10年間では約６億2,500万円の節減になります。 

以上でございます。 

 

会  長    よろしいでしょうか。はい。 

ほかに御質疑がありましたらお願いいたします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    特に御意見がないようですので、採決を行います。 

協議事項(3)「議会議員の定数及び任期の取扱い」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    御異議なしと認めまして、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(4)でございます。「一般職の職

員の身分の取扱い」についてを御審議お願いいたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局     資料は、４ページをごらんください。 

協議事項(4)「一般職の職員の身分の取扱い」についてでございま

す。 

「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。 
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一宮町の一般職の職員の任免、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、新市において定員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。 

一般職の職員に係る職名、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。 

合併特例法によりまして、「合併時、関係市町村の職員は協議によ

りすべて新市に引き継ぐよう措置しなければならない」というふうに

定められています。また、その給与等の身分取扱いに関しましても、

「公正に取り扱わなければならない」というふうに規定されておりま

す。その方針を調整方針において確認したものでございます。 

それから、職員数等につきましても、合併時以降、当然、新たに定

員適正化計画を策定し、定員の適正化に努めていく必要があるという

ことでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    これは、総務省及びいろいろなところで絶えず公正な取扱いという

ことで決められていることを参考にということで補足があったわけで

ありますが、御質疑等がありましたら、どうぞお出しいただきたいと

存じます。 

鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    私は、この合併によります一番のメリットは、一般職員並びに特別

職の給料の削減とか人件費の削減が大きくなると。また、それで当然

やっていかなければならないと思うんですけれども、ただいまの説明

によりますと、職員数については、新市において定員適正化計画を策

定し、定員管理の適正化に努めるものと説明がありましたけれども、

この５年、10年計画の中で、新市になった場合、どのような計画があ

るのか、この１点をお伺いします。 

 

会  長    適正化計画の方を５年間の推移、その他の……。10年ですか。 

お願いします。 

 

事務局     新市においての定員の適正化計画、どのような計画になるのかとい

うことだというふうに思いますけれども、市町村の規模が大きくなれ

ばなるほど、例えば、住民1,000人当たりの職員数というのは当然減

ってまいります。新市では、行政のスリム化、効率化の観点から計画
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的に人員削減というのを図るわけでして、そのために定員適正化計画

を策定することになります。合併協議会におきましても財政計画を作

成する上で新市の職員数を定め人件費を推計いたします。考え方とい

たしましては、新市と比較して、人口、面積など似通った類似団体の

もとに新市の職員定数を定めます。 

ただ、現在、どこの市町村でも人員削減に努めておりますので、豊

川市も一宮町も単独でいった場合、現在の職員数を10年間で１割減ら

すものといたします。また、新市も類似団体の現在の平均職員数から

１割減らしたものを10年後の目標職員数として削減をしていく、そん

な計画で考えております。 

以上でございます。 

 

会  長    はい、どうぞ、鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    では、簡単にお伺いしますけれども、では、それによりましてこの

合併後の職員の人件費の削減効果というものがどのように出てくるの

か、その点をお伺いします。 

 

会  長    はい、事務局。 

 

事務局     現在、新市建設計画の財政計画の作成にとりかかっているところで

ございますけれども、数字は確定したものではないということで御理

解をお願いをしたいというふうに思います。 

財政計画最終年であります合併10年後の平成27年度の職員数でござ

いますけれども、合併しない場合、両市町合わせて普通会計ベースで

約790人、合併後の新市では約690人と推計しておりまして、新市にお

いては約100人の人員削減効果が出るものと考えております。 

金額で申し上げますと、退職金を除いた職員人件費で10年間合計約

53億円の削減効果が出るものと考えております。 

以上でございます。 

 

会  長    今の数字は、私がいろいろなところで聞く数字とほとんど変わりな

いですね。いろいろな地域がそれによって人件費が浮いているわけで

してね。 

よろしいでしょうか。 

 

鈴川委員     いいです。はい、ありがとう。 
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会  長    ただいまは、「一般職の職員の身分の取扱い」についてということ

でございますが、ほかに御意見がありましたらお願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    御異議なしというお声がありましたので、それでは採決したいと思

います。 

協議事項(4)「一般職の職員の身分の取扱い」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。 

続きまして、協議事項(5)の議題に移ります。「特別職の職員の身分

の取扱い」についてを御審議をお願いします。 

事務局からまず説明してください。 

 

事務局     資料５ページをごらんください。 

協議事項(5)「特別職の職員の身分の取扱い」についてでございま

す。 

「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。 

以上でございます。 

 

会  長    特別職の件についてを御協議いただきたいと思います。どなたか御

質疑ありましたらお願いします。 

はい、石黒委員さん。 

 

石黒委員    今回の特別職の身分についてですが、先会の１市４町のときは市町

の長が別に協議をするというようなことがうたってあったように思い
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ますが、今回はそのようなことがないということは、何か市長さんの

考えがあるのかお伺いします。 

 

会  長    会長として、特段現時点におきましてはございません。 

はい、石黒委員さん。 

 

石黒委員    私たちも１市４町のときからずっと他の先進地を視察したり、ある

いは１市４町の場合もよく見学をしているわけでありますが、そうい

う中にあって、やっぱり特別職も一般の行政職と同じように、市町の

長において別にまた協議するというような文句をここへ、原則は前日

をもって失職するとありますが、ちょっと入れたらどうかなと。その

ようなことを提案をさせていただきます。 

 

会  長    ただいまの発言は、常勤の特別職について、市町の長が、その中で

特に一宮町さんですが、長が、その文言を入れたらどうかと。協議す

ることにしたらどうだというような件でございますが、ほかに御意見

があれば伺いたいと思いますが。 

もう一度、石黒委員さんのお言葉を復唱させていただきますと、

「常勤の特別職について、市町の長が別に協議すること」ということ

の文言を入れたらどうかということは、私と町長さんで後ほど協議す

るということの文言と。 

と申しますのは、皆さん方の御意見を伺う前に私の気持ちを申し上

げたいと思いますが、この合併協議というのは、それぞれの文化、あ

るいは職員もそうでありますが、「何町のどこどこの道路がどうだ」

とか、あるいは「こういう御意見がある」とか、そういうことについ

ては激変するわけであります。したがって、そういう意味では、新市

になりましてもそれは困ることも出るのではないかということも想像

するわけでございまして、そういうことから石黒委員さんが申し入れ

たのではないかと推察してつけさせていただきますが、皆さん方、こ

れについてはいかがでしょうか。 

特別職というのは、申し上げるまでもなしに、町長さん、助役さ

ん、さらに教育長さん、収入役さんはないので、そういう３人の方の

ことでございます。御意見がなければ……。 

よろしいですか。 

それでは、特に御意見がなければ、原案を修正したいと思います

が、具体的に文言をどういったことになるか、もう一回きちんと、事

務局、お伝えしていただきたいと思いますが。 
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事務局     原案の修正ということでございますけれども、前回、１市４町の場

合と同様の表現を用いますと、原案の前段と後段の間、「合併の前日をも

って失職するものとする。」の後に「一宮町の常勤の特別職（教育長を含

む）の職員の身分の取扱いについては、両市町の長が別に協議して定める

ものとする。」を挿入する形でいかがかというふうに思います。 

以上でございます。 

 

会  長    以上ですが、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、採決に移りたいと思います。原案を、ただいま事務局か

ら説明のあった形に修正の上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、本案は可

決されました。 

以上できょうの協議事項は終わりでございますが、報告事項に移り

たいと思います。 

報告事項(1)新市建設計画策定状況についてでございますが、新市

建設計画の策定については、全体の計画案ができてから一括して協議

事項として提案させていただきますので、今回は状況説明だけでござ

います。 

それでは、事務局から報告事項、新市建設計画策定状況についての

説明をしてください。 

 

事務局     第２回会議資料の６ページをごらんいただきたいと思います。 

報告事項(1)としまして、新市建設計画策定状況についてというこ

とで、今回、前回の第１回目の協議会で骨子案を決めていただきまし

た。その骨子案に基づきまして、現在策定をしているところでござい

ます。 

今回、１の「はじめに」、それから２の「新市の現況と課題」、それ

から３の「まちづくりの基本方針」について、今の策定状況を説明を

させていただきます。 

それでは、資料の７ページ、８ページをごらんいただきたいと思い

ます。 
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「はじめに」ということで、初めに合併の必要性を述べておりま

す。合併の必要性については４つの項目からなっておりまして、一番

初めに「日常生活圏の拡大と１市１町の結びつき」でございます。 

豊川市と一宮町につきましては、歴史的にも深いかかわりがありま

して、近年では両市町の結びつきはますます強くなっていると書いて

ございます。 

一宮町の就業者を見ますと、４人に１人に当たる2,160名が豊川市

に通勤し、買い物も５割を超える方が豊川市の方で日常品を購入して

おみえです。また、豊川市、一宮町を貫いて流れる佐奈川、帯川、こ

ういったものは両市町の住民に共通の潤いと安らぎを与える場となっ

ており、今後、両市町の住民の交流を促進していく必要があるという

ふうに述べております。 

また、両市町につきましては、既にし尿処理やごみ処理、消防、水

道など住民の根幹を支える仕事を共同で行っている実績がありまし

て、行政全般について一体的な運営を行うためにも合併による新市の

形成が求められています。 

次に、２)としまして、「新しいまちづくりの可能性」ということ

で、これまでそれぞれの市町がバランスのとれた町として発展をし続

けてまいりましたが、近年ではそれぞれ課題が上がってきているとい

うようなことで、一宮町におきましては古くから林業が基幹産業でし

たが、就業者数の減少や高齢化によって環境の悪化が危惧されている

状況になっており、豊川市においても、都市間競争といったものを勝

ち抜くために、魅力あふれるまちづくりや市街化の活性化が課題とな

っていると位置づけております。 

こういう中で豊川市と一宮町が合併すれば、地域にともに暮らす人

たちが、地域の課題に対して共通の認識を持ちながら必要な資源を供

給し、知恵を出し合う新しいまちづくりができるのではないかという

ふうにしております。 

８ページの下のところに、「数字で見る新市の姿」ということで、

合併した場合の人口、農業、工業、商業の状況が記載をされておりま

す。 

続きまして、９ページにまいりまして、３つ目。「新たな時代の自

治能力の向上」という状況の中で、地方行政は大きな転換期を迎えて

おり、今後、地方自治体が自立し、個性を十分に発揮できる社会の構

築に向けて、国と地方の役割分担や税財源を配分を見直す三位一体の

改革、こうしたものを初めとしまして地方分権型社会への変革が進ん

でいる。こういう状況の中で、合併によりまして自治能力の向上を図

り、行政と住民が一体となって、みずからの知恵、財源でみずからの
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課題を解決する真の地方自治の実現に向けて取り組んでいくことが必

要だとしております。 

４つ目の「将来の持続ある発展に対する懸念」でございますが、国

の財政状況、あるいは国と地方を合わせた財政状況が、借金が719兆

円にも上る、こう見込まれる状況の中で、豊川市の標準的な水準の行

政を行うに必要な金額の約８割、一宮町では７割が地方税などの収入

割合となっていまして、不足している分を国から交付される地方交付

税などで補っている状況です。 

こういう状況の中で、合併によりまして自治体共通の仕事をスケー

ルメリットにより効率的に行うことで、管理的な経費を削減し、財政

の健全性と行政サービスの水準を維持していく、そういうようなこと

を述べております。 

次に10ページ、「計画策定の方針」であります。 

ここでは、この建設計画が新市の速やかな一体性を促進し、地域の

均衡ある発展と市民福祉の向上を図るための方策を示すという趣旨に

基づきまして、計画の構成でございますが、基本方針、それを実現す

るための施策、公共施設の統合整備、さらに財政計画を中心とした内

容としていくこととしています。 

計画の期間でございますが、合併年度の17年度及びこれに続く10年

度間としております。 

さらに、今回策定に当たっての留意事項ということで、４つほど記

載しております。 

１つ目が、両市町が進めているまちづくりの方向性を可能な限り尊

重するということ。 

２つ目が均衡のある発展を目指すということ。 

３つ目が、交流、連携が進められるよう配慮し、新市の一体性の速

やかな確立を目指すこと。 

４つ目に、真に必要な事業等を位置づけ、行財政の効率化を図り、

健全な財政運営に裏づけられた着実な計画とするということを留意事

項として挙げております。 

次に、11ページから14ページにかけましては、「新市の現況」とい

うことで、「位置と地勢」、さらに「歴史的な特性」、「交通環境」、「産

業動向」につきまして、現況、１市１町それぞれの状況を踏まえなが

ら合併した場合にどのような人口になるか、あるいは就業構造になる

かというようなことを位置づけておりますので、またごらんいただけ

ればと思います。 

それでは、15ページでございます。「新市の課題」ということで、

新市の特徴と課題の体系を位置づけてございます。 
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まず、まちづくりの特性ですが、豊かな自然、美しい景観、歴史あ

る神社仏閣。東西に広域交通道路網への玄関口、東名高速道路のＩＣ

がある交通要衝の地。生産性の高い施設園芸が盛んな地域。バランス

のとれた企業立地及び雇用。こういったようなものをまちづくりの特

性として位置づけまして、これからの共通の１市１町の方向性という

ことで３つ挙げてございます。 

地域の恵まれた自然環境を愛し、育て、次世代に残してこれらを活

かすまちづくりを目指していく姿勢。地域に活力とにぎわいをもたら

し、豊かで魅力のあるまちづくりを目指していく姿勢。子供から高齢

者までいきいきと暮らせる住みやすいまちづくりを目指していく姿

勢。こういったような方向性が共通しているというふうな位置づけの

中で、社会経済情勢の変化への共通認識として、それぞれの総合計画

から少子高齢化への対応、産業構造の変化への対応、防災への対応、

環境問題への対応、地方分権への対応、価値観の多様化への対応、

人･もの・情報交流への対応などが共通認識として総合計画から読み

取れるとしております。 

また、前回、１市４町の合併協が行った住民アンケート調査から見

た住民の意識として、将来イメージとしては、「緑豊かな自然環境を

大切にするまち」、「交通事故や災害・犯罪のない安全なまち」、「保

健・福祉のまち」が上位を占めておりました。 

また、共通する不安としては、工業振興、雇用の場、観光・レクリ

エーション施設などが挙がっておりました。 

今後の行政サービスに望むこととしては、福祉対策、保健・医療対

策、環境対策、社会資本の整備、それから、公共交通の充実への要望

が高くなっていました。このほか、工業振興ですとか、地域奉仕活動

などが挙げられておりました。 

こういった状況を踏まえて、これからのまちづくりの主要課題とし

て６つの項目を挙げております。 

１つ目が、誰もが安心して、安全に暮らすことのできるまちづくり

の推進。 

２つ目が、少子高齢化に対応した健康・福祉の充実。 

３つ目が、自然環境の保全活用による魅力創出と都市基盤整備。 

４つ目が、教育環境の充実と文化振興による豊かな心と人づくり。 

５つ目が、まちの活力やにぎわいを創出する交流基盤の強化。 

６つ目が、住民の参加と協働によるまちづくりの推進でございま

す。 

以上、６つの主要課題につきまして、16ページから17ページにかけ

まして課題の説明が記載されてございます。 
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こういった課題を踏まえまして、18ページからの「まちづくりの基

本方針」ですが、まず、新市の将来像を「光と緑に映え、ゆたかで、

住みよい、夢のあるまち」としております。これは、豊川市の第４次

総合計画が「光と緑に映えるゆたかなまち」を将来像にしており、一

宮町の第３次総合計画では、「緑豊かな栄えるまち、住みよいまち、

夢があるまち一宮」というのが一宮町の総合計画の将来像となってお

ります。１市１町が一つになったときに、こういった将来像を一つに

して、共同の将来像にしていきたいというようなことで、そういうよ

うな総合計画を反映させまして、「光と緑に映え、ゆたかで、住みよ

い、夢のあるまち」というのを将来像としてはどうかということで記

載されてあります。 

その将来像を実現するための３つの目標ということを定めておりま

す。19ページの方になりますが、新市の主要課題に対応し、将来像を

実現していくためのまちづくりの目標につきまして、３つ記載されて

ございます。 

１つ目が、安全で安心して健やかに暮らせるまち。 

２つ目が、豊かな自然と歴史を守り生かす共生のまち。 

３つ目が、連携と協働で活力ある未来を築くまちとしております。 

それから、20ページからですが、主要指標の見通しということで、

総人口、年齢三区分別人口、世帯数の将来見通しが記載されておりま

す。 

初めに総人口、これは目標人口に当たりますが、平成27年における

総人口を約13万7,000人としております。これは、統計的に人口推計

を行うコーホート要因法というものを使って推計をしているわけです

が、その推計によりますと、平成22年にピーク、約13万7,000人を迎

えまして、そこからほぼ横ばい、あるいは減少傾向というものが出て

まいります。今回の合併によりまして、こうした減少傾向を、合併効

果によって人口は減らないというような見込みを考えまして、ピーク

時の13万7,000人を維持するというような形で将来推計人口を目標人

口としております。 

年齢三区分別人口と世帯数につきましては、トレンドの手法をとり

まして数字を見込んでおります。 

それから、22ページでございますが、「新市の地域構造」、これはち

ょっと誤字でありまして、「地域の都市構造」というふうに書きかえ

ていただきたいと思いますが、新市の都市構造の基本的な考え方でご

ざいますが、１市１町が合併によりまして１つの都市として新しく誕

生し、それぞれの特徴を生かしながら均衡のとれた発展を目指すため

に、新市の将来都市構造を設定しております。 
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設定の仕方としましては、面的なゾーン、それから、地区の顔とな

る拠点核、それから、これらのゾーンや拠点核を結ぶ軸によって構成

をしております。 

ゾーンにつきましては、にぎわいの職住近接ゾーン、それから、住

みよい暮らしのゾーン、ふれあいの田園環境ゾーン、ゆとりの自然環

境ゾーンの４つに分けており、拠点核としまして、地域にぎわい核、

産業拠点核、交流・コミュニティ核の３つが核として位置づけられて

おります。 

さらに軸としまして、河川であります、水・緑ふれあい交流軸、そ

れから、高速道路や鉄道であります広域交流軸、地域幹線道路などの

地域連携軸、それから、これからの１市１町の結びつきを強固なもの

としながら新しい都市としてこれからの発展性を示すというようなこ

とで、地域発展軸になっております。 

24ページにその都市構造図の大きくしたものがございますので、そ

ちらをごらんいただければよりわかるかと思いますので、よろしくお

願いをいたします。 

現在、新市建設計画の策定状況につきましては、３までとなってお

ります。きょうは報告ということでございますので、ごらんになりま

して、もし、意見等がございましたら、協議会終了後でも結構ですの

で、事務局の方まで御意見をいただければと思いますので、よろしく

お願いをいたします。 

以上でございます。 

 

会  長    今、説明がございましたが、じっくりとまた次の会議までに読んで

おいていただきたいと思いますが、私の方からつけ足しが一つござい

ますが、つけ足しというか、予測でございますが、先週日曜日に伊勢

湾岸道の開通式に行ってまいりました。私は、第二東名の期成同盟会

の役員をやっておりますので招待がありまして、四日市から岡崎まで

45分で、先週の日曜日以来、これで開通したわけです。 

岡崎から豊川までは、法定速度で、皆さん何分で走るでしょうか。

きょう朝、新城工事事務所長が第二東名のことで来ました。今の普通

を走りますと、豊川ＩＣから四日市ＩＣまで１時間以内で軽く行ける

というふうになっております。 

第二東名につきましては、豊川市、一宮町については予算がつきま

して用地買収に入ると。もう既に豊田東ＩＣから岡崎のところまでは

用地買収が済んでおります。そして、岡崎の方ももちろん予算がつい

ております。今、新城の徳定と八束穂のＩＣ、ちょうどそこの問題が

まだ予算がついておりません。これは、八束穂にできるＩＣが若干か
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かると。したがって、この図面のところに点々がありますが、これは

もう本当に近い将来必ず開通するということであります。 

したがって、その話の中で出てくるのは、新城ＩＣから名古屋まで

来る所要時間と、豊川ＩＣから名古屋時間が同じくらいだということ

でございまして、となりますと、将来構想の中で、これは道路公団の

推計でありますが、新城から一宮にかけてはどうしてもこの縦貫道の

問題が必要だということで、私が言うのではないですが、道路公団の

方が、問題は一宮町だということでございますので、そこのところの

問題も、これは一生懸命解決していくと、それはもう解決はできるの

だろうと思いますが、大変な夢のある地域になるということを、この

図を見ながら、点々であるとなかなか通らないような気になります

が、そういう方向でもないということをつけ足しさせていただきま

す。 

何かほかのこの建設計画策定状況について御質問がありましたらお

願いいたします。ございませんか。 

またありましたら、さっき事務局からお話がありましたように、事

務局の方にひとつ要望等を出しておいてください。 

以上で説明は終わりましたので、次に移ります。 

それでは、次の次回の提案事項に移ります。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局     それでは、次回協議いただく事項を提案させていただきます。 

本日の会議資料の26ページをごらんください。 

本日の第２回会議資料の26ページ以降、提案事項が記載してござい

ます。それから、Ａ４横長の別冊資料といたしまして、提案事項参考

資料というものがございます。こちらのＡ４横長の方で説明をさせて

いただきたいと思います。 

１ページ、「合併の期日」でございます。 

「合併期日は、平成18年２月１日とする。」というものでございま

す。 

事前協議におきましては、平成16年度中、平成17年３月までに各市

町で議会の議決を終え、県知事へ合併申請を行うということが確認さ

れております。合併につきましては、その後もいろいろな手続が決ま

っておりまして、１ページの左側の表をごらんください。 

この表の②関係市町から都道府県への合併申請、これを３月末まで

に行った場合、現行の合併特例法の期限内の合併になるというもので

ございます。 

その後もいろいろな手続がございますが、⑤都道府県議会の議決、
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⑦総務大臣の告示を経て最終的に合併の効力が発生するというもので

ございます。 

現在のスケジュールで申し上げますと、３月末までに知事へ申請し

た場合に、都道府県の方では６月の議会の審議になるかと思われま

す。そういたしますと、７月中には総務大臣の方の告示がなされると

いうふうに考えられます。そういたしますと、合併の期日は８月以降

であればどの日付でも手続上は可能であるということになろうかと思

いますが、合併に伴いましては、電算システムの統合ですとか、いろ

いろな事務事業の統合に向けまして相当な期間を要します。そういっ

た点、それから、住民への周知ということも考えれば、できる限り時

間をいただければ幸いということでございますが、本日御協議いただ

きました議会の議員の定数につきましては、増員選挙を行うというこ

とになりました。増員選挙につきましては、合併後50日以内に行うと

いうことになっております。そういたしますと、本日の提案にありま

すように、18年２月という形であれば、２月中ぐらいには増員選挙は

可能ではないだろうかということで、新市の予算案の審議に来年の３

月、市議会の３月議会に新しい市議会議員の方々が予算審議に加われ

るということを考慮いたしまして、平成18年２月１日とするというこ

とで提案をさせていただきます。 

それから、次の２ページをごらんください。 

８、「地方税の取扱い」についてでございます。 

調整方針といたしましては、「両市町で差異のある税制について

は、次のとおり取り扱うものとする。１、都市計画税の税率は100分

の0.3とする。ただし、現在の一宮町の地域については、合併する年

度及びこれに続く５年度は、合併特例法第10条に定める不均一課税を

適用し、現行のとおりとする。(1)入湯税については、一宮町の制度

を新市に引き継ぐものとする。(3)普通徴収に係る個人市民税、固定

資産税、都市計画税及び軽自動車税の納期は、合併時に豊川市の例に

より統一する。」というものでございます。 

２ページ、３ページにつきましては、現在の１市１町の地方税の状

況が記載してございます。市町村民税が、個人、法人、３ページには

固定資産税、都市計画税、軽自動車税、たばこ税、入湯税と現在課税

されているものが記載してございます。 

税率を見ますと、１市１町で違いがありますのは、３ページの都市

計画税だけでございます。都市計画税は、豊川市が100分の0.3、一宮

町が100分の0.2となっております。これにつきましては、都市計画税

の税率は100分の0.3といたしますが、現在の一宮町の地域について

は、合併年度とそれに次ぐ５年度は不均一課税といたしまして、現行
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の0.2のままとするという内容でございます。 

入湯税につきましては、一宮町にしか制度がございませんので、こ

れを新市に引き継ぐというものでございます。 

納期については、若干違いはございますが、これにつきましては、

豊川市の例により合併時に統一するというものでございます。 

続きまして、４ページをごらんください。 

10、「財産及び債務の取扱い」についてでございます。 

調整方針といたしましては、「一宮町の所有する財産（山林を除

く）及び債務については、すべて豊川市に引き継ぐものとする。 

一宮町が所有する山林のうち、町有林管理委員会が管理する山林に

ついては、合併時に財産区を設置の上、財産区管理会及び基金を設け

て管理運営にあたるものとする。なお、その他の山林は、豊川市に引

き継ぐものとする。」というものでございます。 

４ページにつきましては、１市１町の財産の現況が記載してござい

ます。 

それから、５ページにつきましては、一宮町の町有林について、そ

の沿革、それから財産区に関する参考法令が記載してございます。 

合併時につきましては、基本的には、財産、債務はすべて新市に引

き継ぐのが原則でございます。ただし、必要がある場合には、新たに

財産区という特別地方公共団体を設けまして、特定な財産を旧市町村

の地域で管理することができます。 

一宮町につきましては、５ページに若干の沿革が記載してございま

すが、現在、161ヘクタールを一宮町の町有林と定めまして、町有林

管理委員会を設置し、その管理･育成に努めてきております。 

新市におきましても、これを引き続き地域で管理をしていくという

ことで、財産区を新たに設置するという提案内容とさせていただいて

おります。 

続きまして、６ページをごらんください。 

22、「介護保険事業の取扱い」についてでございます。 

「保険料は、合併年度は現行のとおりとし、平成18年度からは新市

における介護保険事業計画の中で決定する。納期は、合併時に豊川市

の例により統一する。」というものでございます。 

６ページに現在の１市１町の介護保険の保険料の現状を記載してご

ざいます。 

介護保険は、現在、第２期目に入っておりまして、平成15年度から

平成17年度までが第２期の介護保険の保険料の時期になっておりま

す。介護保険が平成12年度から始まりまして、第１期、第２期とも豊

川市、一宮町とも値上げ、値下げはございませんでしたので、この基
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準額の欄に記載してある保険料で、第１期、第２期をやってきている

という現況にございます。 

次の介護保険事業計画は、平成18年度からということになっており

ますので、新市におきましては、これは、統一した保険料を介護保険

事業計画の中で今後５年間の給付の見通しを定めた上で設定していき

たいというものでございます。 

続きまして、７ページをごらんください。 

23、「各種事務事業の取扱い」、６、上水道関係事業、１、水道料金

についてであります。 

調整方針は、「水道料金については、合併年度は現行料金によるこ

ととし、平成18年度から豊川市の料金に統一する。」というものでご

ざいます。 

７ページには現行の豊川市と一宮町の水道料金が記載してございま

す。右側には一般的な家庭であります、13ミリにより１カ月で20立米

を使用した場合の水道料金が記載してございます。新市におきまして

は豊川市の現行の水道料金になりますので、2,100円。現行は、豊川

市が2,100円、一宮町が2,467円ということになりますので、差し引き

しますと月額367円、年間に直しますと約4,400円ほど一宮町の地域で

は安くなるというものでございます。 

続きまして、８ページをごらんください。 

各種事務事業の取扱い、上水道関係事業、加入分担金についてでご

ざいます。これにつきましても、「加入金、分担金については、合併

年度は現行料金によることとし、平成18年度から豊川市の料金に統一

する。」というものでございます。１市１町の現況、それから、下の

方には口径13ミリと20ミリの場合の比較表が載ってございます。一宮

町の地域で安くなるというものでございます。 

続きまして、９ページをごらんください。 

23、「各種事務事業の取扱い」、７、下水道関係事業、下水道使用料

についてでございます。 

調整方針は、下水道使用料については、合併年度は現行のとおりと

し、平成18年度から豊川市の使用料に統一するというものでございま

す。資料には１市１町の現況が記載してございますが、恐れ入りま

す、左上の表の区分の右側のところ、「１市４町の現況」と記載して

ありますが、「１市１町の現況」の誤りでございます。失礼いたしま

した。 

右側には、４人家族が１カ月に24立米使用した場合の料金比較が載

ってございます。新市では2,278円ということでございまして、一宮

町の地域で73円、年間に直しますと876円ほど高くなるということ
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で、先ほどの上水道と考え合わせますと、上水のみの場合は、年間

4,400円ほど、下水道に接続されている家庭におきましては年間

3,500円ほど一宮町の地域について安くなるというものでございま

す。 

説明は以上でございます。 

 

会  長    御苦労さまでした。 

ただいまは、６項目について、次の会議のときに御検討いただくと

いうことで御説明いただいたわけであります。これまでのこれらの項

目は次回に協議を行いたいと思いますので、十分な討議が行えるよ

う、資料の内容で御不明な点、御質問等がありましたら、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をしていただきたいと存

じます。 

以上で議案審議は終了しましたので、その他としまして、事務局か

ら説明をお願いします。 

 

事務局     次回、第３回目の合併協議会の会議の開催でございますけれども、

12月21日火曜日、午後１時半から、ここ豊川市役所本庁舎、協議会室

でございますけれども、この場所でございます。御予定をお願いいた

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、本日御提案を申し上げました「合併

の期日」を初め６項目の協議を予定しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

会  長    皆さんの方から何か御発言とか、何か御意見がありましたら。 

よろしいですか。 

それでは、本日は以上でもって終了したいと思います。 

お忙しい中、御協力いただきましてまことにありがとうございまし

た。それでは、21日にまたお願いいたします。 

終わります。 

午後２時３３分閉会 
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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１６日 

 

豊川市・一宮町合併協議会 

 

会  長 

 

署名委員 

 

署名委員 


