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豊川市・一宮町合併協議会第３回会議会議録 

 

日 時  平成１６年１２月２１日（火）午後１時３０分開会 

会 場  豊川市役所 本庁舎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 

 

 

◎欠席者 

な  し 
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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」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 

５ 報告事項 

(1)新市建設計画策定状況について 

(2)まちづくり講演会の開催について 

(3)住民説明会の開催について 

６ 提案事項 

(1)「新市の事務所の位置」について 

(2)「町名・字名の取扱い」について 

(3)「一部事務組合等の取扱い」について 

(4)「消防団の取扱い」について 

(5)「国民健康保険事業の取扱い」について 

(6)「各種事務事業の取扱い 福祉関係事業」について 

７ その他 

(1)合併協議会第４回会議について 

日時 平成１６年１２月２７日（月）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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会長（豊川市長） それでは時間がまいりましたので、ただいまから豊川市・一宮町

合併協議会第３回会議を開会させていただきます。 

大変12月と申しましてもまだまだ非常に陽気のいい日が続きます。

それぞれお忙しいことと思いますが、全員お集まりいただきましてあ

りがとうございます。 

第２回、第３回と、きょうは３回目ということでございますが、こ

の協議会をいろいろな案件を出していただく中で、幹事会というのを

御存じのように行っているわけでありますが、これは豊川市の助役さ

ん、さらには一宮町の助役さんを始めいろんな部課長が集まって会議

を行っております。１時半に大体始まるのが普通でありますが、見て

おりますと、この第３回まで、大体早いときで５時半、遅くなります

と６時過ぎまでこうこうと電気がついて、まだまだ１回ぐらいの休み

をとったままやっているわけでございまして、まことに御苦労なこと

だと思います。 

また、事務局の職員も、それを受けてこの資料を全部作成するわけ

でありますが、私の聞いている範囲では、土・日がなかったというよ

うな状況でございまして、非常に頑張っていていただけることを感謝

申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

それでは、本日の議事に入らせていただきます。 

本日の会議につきましては、委員15人中全員の御出席をいただいて

おります。したがいまして、規則どお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。きょうの会議録署名委員は美崎俊明委員さん、鈴木一進

委員さんの御両名にお願いいたします。 

それでは、本日の協議事項に入らせていただきます。 

議事の前に田口委員から提案がありました。どうぞ、はい。 

 

田口委員    一宮町の田口でございますけれども、座ったまま御無礼します。 

先日の協議会におきまして決定されました特別職の身分の取り扱い

につきましては、原案を、一宮町の常勤の特別職（教育長を含む）の

職員の身分の取り扱いについては、「両市町の長が別に協議して定め

るものとする」の文言を追加して採決がなされましたが、このことに

つきましては、市町村合併の先進事例等を踏まえての御配慮と心から

感謝を申し上げる次第でございます。 

しかしながら、12月17日に合併協議会の経過報告を一宮町の議員全

員協議会に行った際に、常勤の特別職の身分上の取り扱いにつきまし

ては、原案どおり失職することを明確にしておくことが適当ではない
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かとの意見もありましたので、僣越でございますが、私から修正意見

としまして、後から追加しました文言を削除する、すなわち事務局原

案のとおりとすることで再度御審議を賜るようお願いいたしたいと思

います。どうぞよろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

会  長    第２回の会議でお諮りしましたように、「特別職の身分は失職とす

る」と補足をつけた修正が石黒委員さんから出されまして、行政の新

市になった場合の円滑な運営のために、豊川市の方としましてはいろ

いろな行政委員とかございます。そういうことで御発言がありました

けれども、どうも一宮町さんの町議会の方で、文言は補足がない方が

いいのではないかと、こういうお話を今、その理由によりまして、特

別職の身分の取り扱いについては当初の原案どおり、再度原案に戻す

という動議が出されました。皆さん、いかがいたしましょうか。 

はい、鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    第２回のときに提案されまして、配慮ということではないと思いま

すけれども、そこに両市町の首長さんが協議すると私ども全員一致で

賛成をした立場もあります。その中で、本日の助役さんの一宮側のお

考えを今お聞きしまして、私も合併に向けて推進するというような、

そのような意思のあらわれでもあるかと思いまして、修正案に同意を

いたします。 

 

会   長   賛成の御意見がありました。 

前回も申しましたように、石黒委員さんから、市長と町長さんの今

までのそういうことに対する話があるかと、そういうお話がありまし

た。私は明確に、一切そういうことはいたしておりませんと申し上げ

たつもりであります。したがいまして、これは新市の行政のときにと

いうことでございましたので、これは先の先の話だということで、た

だいま一宮町の全員協議会が開かれたという中身にかんがみて助役さ

んが代表して御発言いただいたわけでございますが、豊川市としては

別に異論はないという鈴川委員さんのお話でございます。 

それでは、いま一度特別職の身分の取り扱いの項目を一番最初の事

務局原案に戻すと。御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは全会一致で、当初どおり失職するという文言で、補足はな
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しということに御決議いただいたものと了解いたします。よろしいで

しょうか。 

それでは次に、協議事項に入ります。 

１番でございますが、合併の期日について。きょうは６項目ござい

ますが、まず、期日についての御審議をお願い申し上げます。 

事務局から説明してください。 

事務局（鵜飼） 資料は、本日の会議資料の１ページをごらんください。 

それから、あわせて前回の配付資料、提案事項参考資料の１ページ

をごらんください。 

協議事項１、合併の期日についてでございます。提案内容としまし

ては、「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。 

その理由といたしましては、合併の効力発生である総務大臣告示ま

での法的手続に要する期間、電算システムの統合などの事務事業の移

行期間、住民への周知期間を考慮する必要があるとともに、議会議員

の定数及び任期の取り扱いにつきまして、一宮町の地域に選挙区を設

け定数４で増員選挙をするということが決定されました。 

新市における最初の予算案を審議する平成18年３月の定例会に新し

い議会議員さんが間に合うよう増員選挙を行うのが好ましいという判

断から、合併期日は平成18年２月１日とするという提案とさせていた

だきます。 

以上でございます。 

会  長    新市の合併の期日でございますが、２月１日とするという原案でご

ざいます。 

質疑に入ります。御質疑がありましたら、発言をどなたからでも結

構です。お願いします。はい、どうぞ、美馬委員さん。 

 

美馬委員    合併の期日を２月１日ということで今説明がございました。大きく

は電算事務が恐らく追いつかないであろうということだと思います。

そしてまた、予算審議に加わわらせていただくためということでござ

いますが、私どもの周りでもこのことの説明というのを随分求められ

ております。と申しますのは、予算審議には加わることができましょ

うが、既に審議すべきものは整っているということの中で、ならば３

月31日というような意見もありますし、これは電算事務が間に合わな

いということでありますから仕方がないと思いますが、やっぱりもう

少し早めの方がというような意見もございまして、このことの説明を

しっかり私どももしていかなければいけないんですが、実際問題とし

て、電算事務は、これは全く間に合わないでしょうか。 
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会  長    電算事務の御質問ですね。それでは、事務局の方。 

 

事務局（鵜飼） それでは事務局からお答えさせていただきます。 

電算システムの統合につきましては専門部会の方でも検討している

わけでございますが、実際に合併が正式に来年３月の議会で決定しま

してから事務を始めるということになりますと、電算の業者の方とい

ろいろ話をしているわけでございますが、年内は非常に難しいという

ことを聞いております。 

それから、こちらの豊川市の方の電算システムを運営している会社

がほかの協議会においてもやはり電算システムの方を受託しておりま

して、そちらの方の絡みもありまして、年内にはどうしても難しいと

いうふうに聞いております。幾ら早めた場合でも平成18年に入ってか

ら。これは全く事務的な話ですけれども、電算システム統合上平成

18年以降にしてほしいということを聞いております。 

以上です。 

 

会  長    立ち上げが３月で決議されて、それからですからそのぐらいかかる

ということですね。 

 

美馬委員    電算事務を請け負う会社というのは非常に少ないですね。そこにも

きっと問題があるかもしれませんが、今さらそれを言ってもしようが

ない、間に合わないとなれば間に合わない。とすると、やはり17年度

は無理だということですね。そうするとやはり年を越してしまうと２

月１日ということなんですが、実際に予算審議なんですがどうなんで

すか、できたものの審議をさせていただくわけなんですが、選挙を終

えて加わらせていただいて、そんな時期にちゃんとした審議に加わっ

ていいものだろうかということも一部議員から御意見がございました。

今まで豊川市が予算審議をどの程度にやられていたのかさっぱり私も

検討がつかないものですからなんですが、現実に予算審議何日ぐらい

かけて、どんな程度にやるかというような、ある程度。 

 

会  長    予算審議の問題ですね。では、企画課長。 

 

豊川市幹事（竹本） 豊川市の幹事でございます。 

この見解に付すべき事項については幹事会で調整するというふうに

なっておりますので、私の方からお答えさせていただきます。 

平成16年の３月議会で16年度予算を審議しているわけでございます
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が、実際には予算特別委員会の方へ付しております。予算特別委員会

は、ことしの３月の場合ですと、３月15日から、一応予備日を入れて

４日間、18日まで予定しております。先ほど美馬委員の方から、こう

いった審議、予算案が決まった後でというようなことで、予算案は決

まっているわけでございますが、当然議員提案で修正予算というもの

もできますし、それから、豊川市ではこういった予算特別委員会ある

いは決算特別委員会で協議された事項については、また翌年度の予算

とかそういったようなものにも反映していくような考えも持っており

ますので、その協議に加わってもらえれば、それ以後の予算あるいは

補正予算、こういったようなものへの反映も可能ですので、ぜひとも

新しい委員さんにも加わっていただいた方がよろしいのではないかと

いうふうに考えております。 

以上であります。 

 

美馬委員    委員さんの数は何名。 

 

会  長    予算委員会ですね。はい。 

 

豊川市幹事（竹本） 予算特別委員会については、議員の方全員が委員というような

形で参加します。 

 

美馬委員    わかりました。結構でございます。 

 

会  長    全員御参加で、この部屋で、そちら側に理事者が並んでですね。 

 

豊川市幹事（竹本） 正副議長を除いてということになっております。 

 

会  長    正副議長を除いて予算委員会は全員で開かれます。したがって、大

体３月の上旬から下旬、20日、22日その辺でやっています。だからか

なり会期は長いです。 

 

美馬委員    ２月１日といたしますと、一応50日以内とはなっていますが、50日

だとちょっと間に合いませんね。ぎりぎりになっちゃいますね。 

 

会  長    事務局。 

 

事務局（鵜飼） 法律上は50日以内というふうになっておりますが、実際には速やか

に選挙を行うのが好ましいということから、先進事例が大体30日以内
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には選挙が行われています。もちろん選挙期日は選挙管理委員会の決

定ですので、これは何日というのは申し上げることはできませんが、

先進事例では30日以内に行うというのが通例でございます。 

 

美馬委員    わかりました。ありがとうございました。 

 

会  長    したがって、２月いっぱいに選挙がスムーズに行われるであろうと

いう、何とかなるんではないかという見通しでございます。 

以上、大体説明した、幹事会で行った検討日が２月１日ということ

でございます。御質疑等ありましたら。はい、安藤委員さん。 

 

安藤委員    補足でお願いしたいんですが、実際、豊川市で今まで豊川市として

は３月議会は何日から始まるんですか。 

 

会  長    どうぞ。 

 

豊川市幹事（竹本） では、豊川市の私の方からお答えさせていただきます。 

これも平成16年３月議会の事例で申し上げますと、大体２月末で、

ことしの２月の場合には２月27日に開会しております。先ほど申し上

げたとおり、予算特別委員会が３月の中旬に行われまして、最終的に

は３月22日に討論の後、票決をとっているような形をとっておりま

す。 

 

会  長    安藤委員さん。 

 

安藤委員    ちょっと反復しますけれど、それでは２月27日から３月22日まで議

会があるわけですね。その間という意味ですね。 

 

会  長    その間に各委員会が開かれると。 

 

安藤委員    はい、結構です。 

 

会  長    ほかに御質疑がありましたら。 

特に御意見もないようですので、採決を行います。 

合併の期日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） 
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会  長    はい、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となりまし

た。 

続きまして、協議事項２でございます。「地方税の取扱いについ

て」を御審議お願いします。事務局から説明してください。 

 

事務局（鵜飼） 資料２ページをごらんください。 

地方税の取り扱いについてでございます。 

「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。 

(2)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。 

現在、豊川市・一宮町の両町で課税されている税のうち、税率に違

いがあるのは都市計画税のみでございます。都市計画税につきまして

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、合併特例法の特例を適用し、合併する年度及びそ

れに継ぐ５年間は不均一課税とするというものでございます。 

入湯税につきましては、豊川市に制度はございませんので一宮町の

制度をそのまま新市に引き継ぐものでございます。 

納期につきましては、豊川市の例に統一するというものでございま

す。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいま地方税の取り扱いについての説明がございました。 

それでは御質疑に入ります。どなたからでも結構でございますの

で、御発言をいただきたいと思います。 

はい、戸河里委員さん。 

 

戸河里委員   都市計画税についてお伺いをします。 

都市計画税は、現在、一宮町は0.2％だと今説明がございましたけ

れども、豊川市の方は0.3％。これでいきますと、一宮町の全体の税
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負担増はどのぐらいになりますか。 

それから、現在、税負担の対象者は一宮町で何人ぐらいおいでにな

るか。それから、１人当たりの税負担増は金額で言いますと幾らぐら

いの税負担増になるか。これについてお伺いをしたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

会  長    戸河里委員さん、その税負担増、こういうことでございますか。一

宮町が0.2、それから豊川市が0.3でございますから、５年間は緩和措

置として、もしも、そうでなしに同じだとしたら。５年後のことです

ね。 

 

戸河里委員   はい、そうです。 

 

会  長    伊藤事務局長。 

 

事務局長（伊藤） 都市計画税でございますけれども、一宮町の平成16年度予算で申

し上げますと、土地・家屋合わせて約5,500万円でございます。これ

が0.3％、豊川市の税率になりますと約8,250万円ほどになります。増

額分というのが2,750万円ということになります。 

また、納税者でございますけれども約2,250人おられますので、こ

れは１人当たりという表現が正しいかどうかわかりませんが、１人当

たりに換算をいたしますと、年間約１万2,000円ほどということにな

ります。 

なお、都市計画税というのは目的税ということでございまして、一

宮町さんの方は、これから整備の若干おくれております下水道ですと

か多くの基盤整備、これを積極的な基盤整備に持っていく必要がござ

います。これはそのための貴重な財源になるというふうに思っており

まして、法律では不均一課税というのが認められてはおりますけれど

も、豊川市は0.3を負担をする、一宮町の場合は５年間で0.2のままと

いうことでございますので、一宮町の住民の方は低い税率でサービス

を受けることができると。こんなふうに御理解をいただきたいという

ふうに思います。 

以上でございます。 

 

会  長    よろしいでしょうか。 

 

戸河里委員   はい。 
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会  長    ほかに御質疑等ありましたら、お願いいたします。 

はい、藤井委員さん。 

 

藤井委員    ちょっと確認ですけれども、個人市民税についてですけれども、前

回のときは豊川市さんは2,500円で一宮町が2,000円だったと思います。

今回両方3,000円になっていますけれども、この3,000円というは人口

50万以上だったと思いますけれども、何か法律が変わったのか、その

辺ちょっとお願いいたします。 

 

会  長    鵜飼さん。 

 

事務局（鵜飼） 資料の参考資料の方の２ページの個人市民税の備考欄に、均等割の

標準税率、地方税法第310条、２ページの備考欄、個人市民税の備考

欄をごらんいただきますと、均等割の標準税率年額3,000円となって

おりまして、今年度から法律改正がありまして、ことしの１月から、

人口規模にかかわらず年額3,000円というふうに改正されております。

したがいまして、豊川市・一宮町とも現在は3,000円というふうにな

っております。 

以上でございます。 

 

会  長    ことしの１月に改正があったということですね。 

ほかにございましたら、どなたからでも結構でございますから、ど

うぞ御発言をしてください。 

よろしいでしょうか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、採決に移りますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    異議なしということで、原案どおり決することにいたします。 

続きまして、協議事項３でございます。 

３は、「財産及び債務の取扱い」についてでございます。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） 資料３ページをごらんください。 

協議事項３、「財産及び債務の取扱い」についてございます。 
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「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

て管理運営に当たるものとする。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。 

財産及び債務につきましては、原則としてはすべて豊川市に引き継

ぐものということでございます。ただし、現在、一宮町におきまして

町有林管理委員会を設けて、161ヘクタールを独自の一宮町町有林と

定めまして管理育成に努めてきております。この161ヘクタールの山

林につきましては、引き続き財産区を設置して、一宮町の方で管理運

営を行っていきたいというものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいま説明が終わりました。 

本案に対する質疑に入りますが、御意見はどなたからでも結構で

す。お出しください。 

鈴木委員さん。 

 

鈴木委員    財産区について今説明がありましたけれども、この財産区について、

設置する意義がどういうものかちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

 

会  長    財産区のその設置の意義ですね。 

はい、事務局。 

 

事務局（鵜飼） 財産区でございますけれども、市町村の一部で財産または公の施設

の管理、あるいは処分を行うことを認められた特別地方公共団体でご

ざいます。また、財産区を新たに設置できるのは、廃置分合または境

界変更の場合でございます。 

調整方針でございます町有林管理委員会が管理する山林は、旧一宮

村の時代から造林計画に基づきまして、長年管理・育成されてきたも

のでございまして、地元ではこの山林を子孫へ伝えたいという深い認

識と、それから山林への強い愛着がございます。また近年、山林の荒

廃が危惧をされておる中で、地域の環境保全といった観点からも、地

元において継続的に適切に管理を行っていただくということは意義の

深いものであるというふうに考えております。 

以上でございます。 
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会  長    ほかにございませんか。はい、鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    この合併時に財産区を設置の上、財産区管理会社及び基金を設け。

この「基金を設け」と入っておりますけれども、合併時に予算的に幾

らぐらいのこの基金の予定があるのか。その基金の目的、そこら辺を

お伺いします。 

 

企画課長（竹本） 調整方針では、基金を設けるというような形になっておりますが、

これは一宮町議会の方で昨年の12月議会にもう既に基金が設置されて

おります。ただ、これは当然新市でも基金条例を設置することが必要

になるわけでございますが、既に3,000万円の基金が設置されており

ますので、それを新市でも実際には引き継ぐような形、こういったよ

うな形になるのではないかというふうに考えております。 

以上でございます。 

 

鈴川委員    基金の目的は。 

 

企画課長（竹本） 基金は、これは山林の適正管理のためにその基金を充当していく

というような考えでございます。間伐作業だとか、先ほども事務局の

答弁の中にもありましたが、近年、山が非常に手つかずの状況ですの

で、そういったような、山林として適正な維持管理を図っていくとい

うものに充当するものです。 

以上です。 

 

鈴川委員    わかりました。 

 

会  長    ほかにありませんか。 

特にないようでございますので、採決を行いたいと思います。 

「財産及び債務の取扱い」について、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した。 

それでは、原案どおり協議事項３の項目は可決されました。 

それでは、続きまして、協議事項４に移ります。 

「介護保険事業の取扱い」についてを御審議をお願いします。 
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事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（鵜飼） 資料の４ページをごらんください。 

協議事項(4)「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。 

介護保険の保険料は３年ごとに見直しを行いまして、３年間は据え

置きということになっております。現在は、平成15年度から平成17年

度までの第２期の介護保険の事業計画の期間中でございます。合併年

度が平成18年２月１日になりますので、平成18年度からちょうど新市

における介護保険事業計画の開始期間が始まるということになります

ので、保険料につきましては、平成18年度から新たな介護保険事業計

画の中で決定するというものでございます。 

納期につきましては、若干の差異がございますが、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。 

以上でございます。 

 

会  長    これは、平成18年度から全国的に介護保険事業の改定が行われるわ

けでございまして、そういうことを見越して御審議のほどをお願いい

たしたいと思いますが、どなたか御質疑がありましたら御発言をお願

いします。 

はい、美馬委員さん。 

 

美馬委員    ちょっとだけいいですか。18年度がその改定の年になっているんで

すね。それで、見通しなんですが、今、見通しを聞くのも何ですが、

非常に厳しい見通しなのか、その辺のところは。一宮町と差異がちょ

っとありますので。 

 

会  長    はい、企画課長。 

 

企画課長（竹本） 介護保険、12年度から制度が始まっていて、１回目の改定が15年

度から、今これで３回目の改定が今のところ予定では18年度というよ

うな形でございます。 

今、国の方でも介護保険、認定率とか、あと実際に利用する人等の

関係で、全体の予算の大体４分の１が国です。それから８分の１ずつ

が県と市で、残りの２分の１を保険者、１号保険者、２号保険者、そ



15 

れと利用者の負担というような形で補っているわけですが、非常に国

の方では負担率は利用率を10から30に上げたりだとか、いろいろなこ

とを言っておりますが、どちらにしても、高齢者がふえればこういっ

たようなものの需要が増しますので、ある程度は上昇するのではない

かと思います。 

ただ、現在のところ、今言ったような制度のもとで考えますと料金

の方は若干上がるのではないかというふうには考えておりますが、現

在のところは全く未定でございます。今後の認定率だとか、あと在宅

サービスと施設サービス、こういったようなものの比率、そういった

ようなものを勘案して保険料を決めていくような形になるかと思いま

す。 

以上でございます。 

 

会  長    豊川市は、前回も現在も据え置きできているわけですけれども、こ

れは予測で立てているものですからね。それでまたこの問題も、新聞

紙上によれば、介護保険の制度そのものが国の方でも大分いろいろ議

論されておりまして、したがいまして、その中身が、18年度から先の

ことというのは見えにくいですね。他の保険も似たようなところがご

ざいまして、どの自治体も困っているのが現状でしょう。 

ほかにございましたら。よろしいですか。 

 

（「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(4)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。 

続きまして、協議事項(5)に移ります。 

「各種事業事務の取扱い 上水道関係事業」についてを御審議願い

ます。 

事務局から説明してください。 

 

事務局（鵜飼） 資料の５ページをごらんください。 

協議事項(5)「各種事務事業の取扱い 上水道関係事業」について
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でございます。 

(1)水道料金。 

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。 

(2)加入分担金。 

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。 

参考資料の方は７ページをごらんください。 

水道料金については、現在、若干豊川市の方が安い料金体系になっ

ております。新市におきましては、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。 

加入分担金につきましては、８ページをごらんください。 

加入分担金につきましても、豊川市の方が安い料金体系になってお

ります。これにつきましても、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。 

以上でございます。 

 

会  長    つけ足しますと、現在の豊川市水道の毎月の決算を私のところへ持

ってくるわけでありますが、資産内容、その他、早急に値上げしなけ

ればならない事情は一切ございませんので、つけ足させていただきま

す。安くしてやたら借金が積もっている自治体もございますけれど、

決してそういうことはございませんので、よく調べていただければお

わかりかと思いますが。 

この件については何か御質疑ありますか。よろしいですか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、御異議なしということでございますが、原案どおりで決

することでよろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    はい。それでは可決させていただきます。 

続きまして今度は、下水道関係事業の件でございます。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） 資料の６ページをごらんください。 
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協議事項(6)「各種事務事業の取扱い 下水道関係事業の取扱い」

についてでございます。 

「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。 

参考資料の方は、９ページをごらんください。 

現在、豊川市と一宮町では、若干豊川市の方が高い料金体系になっ

ております。新市におきましては、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。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいまの説明の中で、資料にありますように、これは少し一宮町

の方が安いです。しかし、平成18年度から豊川市の使用料に統一する

と。下水道関係は18年度からということでございます。 

御質問がありましたら、どなたからでも結構ですから御発言をお願

いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    では、御意見もないようですので、原案どおり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    それでは、ありがとうございました。 

協議事項(6)は原案どおりということで決議いただきました。 

以上が、本日の協議事項でございますが、報告事項に移らせていた

だきます。 

報告事項の中で、新市建設計画策定状況というのを、これは第２回

の会議に引き続いての報告となりますが、事務局から進めてくださ

い。 

 

事務局（渥美） それでは、資料の７ページをごらんください。 

報告事項の(1)新市建設計画策定状況について説明をさせていただ

きます。 

前回、１の「初めに」から３の「まちづくりの基本方針」まで説明

をさせていただきました。予定では、今回、４の「新市の施策」から

最終７の「財政計画」まで説明をさせていただく予定でしたが、５に

当たります「愛知県事業の推進」につきましては、まだちょっと県の
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方から御回答がいただけておりません。また、「財政計画」につきま

しても、現在、最終チェックを行っている状況でございますので、今

回は、４「新市の施策」のみ御報告をさせていただきまして、次回、

27日の第４回協議会におきまして、５以降につきまして報告をさせて

いただきますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、４「新市の施策」について説明をさせていただきます。 

将来像を実現するための主要な施策を位置づけてまいるもので、８

ページの方をごらんいただきたいと思いますが、今回は(1)重点プロ

ジェクトという項を設けておりますが、特別に新たな大きなプロジェ

クトは建物を建てるというものではなくて、既存の事業であっても、

新市になったときに格差是正のために重点的に行う必要があるもの

や、福祉サービスなどのソフト事業で、新しいエリアにも広げて行っ

ていくべき事業などを重点事業として位置づけております。 

初めに、①として、都市基盤整備プロジェクトですが、新市の地域

間の連携を強め、格差のない一体的な発展を進めるため、道路ネット

ワーク等の基盤整備を図るとともに、若者が魅力を感じ、地域で働く

ことのできるよう、企業立地を促進するというものです。 

事業としては、主なもの４事業を上げてございます。幹線道路網の

整備、生活道路の整備、企業立地支援、情報通信網の基盤整備でござ

います。 

事業の内容につきましては、(2)の方で説明をさせていただきま

す。 

次の②生活環境整備プロジェクトですが、だれもが安心して暮らせ

るよう、身近な生活環境の整備を重点的に行うもので、街路灯などの

交通安全施設の整備や防災・震災対策、公園緑地の整備や新エネル

ギーの振興、上下水道の整備を挙げております。 

次に、９ページ、健康福祉増進プロジェクトですが、保健・医療・

福祉サービスの連携を図り、思いやりあふれた地域社会を目指すとい

うもので、医療・救急体制の整備、子育て支援、高齢者福祉、障害者

福祉、小中学校施設整備を挙げています。 

最後に④自立協働連携プロジェクトですが、自立型社会を目指しま

して、企業、行政、住民それぞれが役割や責任を分担し、連携してま

ちづくりを行っていこうというもので、市民活動の支援、男女共同参

画、市民参加促進、地域情報ネットワークを挙げております。 

以上、新市において均衡ある発展を図るために、重点的に行ってい

く事業分でございます。 

次に、10ページをごらんください。 

(2)分野別主要施策でございます。 
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ここでは６つのまちづくりの主要課題に対応した、各分野ごとの主

要な施策が位置づけてございます。 

事業内容につきましては、前回、１市４町建設計画に登載された事

業をベースに、今回は特にソフト事業を多く掲載しております。 

初めに、10ページの1)だれもが安全に、安心して暮らせるまちづく

りとして、交通安全、防犯、防災、消防・救急、環境保全、ごみ処

理、排水対策、11ページにいきまして上水道、ユニバーサルデザイ

ン、治山・治水の10の項目を上げ、その下に15の主要事業とその事業

の内容が記載されてございます。 

新たな事業内容としましては、防犯ボランティアや防災ボランティ

アなどの育成や活動の支援、太陽光等、新エネルギーの利用促進、人

にやさしいまちづくりの推進、洪水ハザードマップの作成検討などが

ございます。 

次に、12ページの方の２)住みなれた地域で健やかに、笑顔で暮ら

せるまちづくりでは、健康づくり、医療、子育て支援、高齢者福祉、

障害者福祉、自立支援、それから、13ページへまいりまして、地域福

祉、市民相談の８つの項目を挙げまして、主要事業といたしまして８

事業が挙げてございます。 

新たに位置づけた事業につきましては、次世代育成支援対策地域行

動計画の実施や福祉施設の利用促進、在宅福祉事業の実施の部分で、

豊川市で現在行われておりますさまざまな福祉サービスが新市全域で

利用できるということになります。また、市民相談窓口も、現在、豊

川市におきましては北庁舎の５階で行っておりますが、今後は、より

利用しやすい体制づくりを検討していく必要があるということで位置

づけてございます。 

次に、14ページ、３)充実生活基盤の中で快適に暮らせるまちづく

りでは、都市景観、市街地形成、幹線道路、生活道路、公共交通、公

園緑地、緑化、住宅、河川環境まで９項目が挙げられ、主要事業とし

て位置づけられておりまして、新たな事業としては、高齢者、障害者

のリフォーム支援などが上がっております。 

次に、16ページ、４)一人ひとりが輝き人間らしく暮らせるまちづ

くりでは、幼児教育、学校教育、高等教育、生涯学習、文化財、ス

ポーツ活動、文化芸術の項目が挙がっておりまして、17ページに９の

主要事業が挙げてございます。ほとんど前回と同じないようとなって

おりますが、新たに教育環境整備事業、一番上になりますが、が上が

っております。 

次の、18ページにまいりまして、５)地域の活力が魅力につながる

元気なまちづくりでは、農林業振興、工業振興、商業振興、観光振



20 

興、勤労者福祉の５つが項目として挙げられておりまして、事業の内

容において新たに工業用地開発調査研究事業が挙がっております。 

次に、19ページ、6)市民、地域とともにつくる協働のまちづくりで

は、市民活動、国際交流、男女共同参画、広報広聴、情報化、行政改

革、組織・人事、財政運営まで８つの項目が上げられ、主要事業とし

ましては、市民活動支援事業から８つの主要事業が上げられておりま

して、新たな事業内容としましては、まちづくり基金の創設、あるい

は地域イントラネット活用事業の充実、行政運営戦略プランの策定や

財政健全化計画の策定、ケーブルテレビを活用した情報提供の検討な

どを挙げております。 

以上で、新市の施策の説明を終わりますが、前回から報告をさせて

いただいております建設計画につきましては、現在、これが確定した

というものではございません。今後、委員の皆様の御意見をいただき

作成してまいりたいと考えておりますし、今後、県との協議を行う中

で修正もございます。また、御意見等ございましたら事務局の方まで

お寄せいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

会  長    説明が終わりましたが、ただいまの報告事項につきまして、何か御

質問がありましたら御意見をお出しください。 

はい、美馬委員さん。 

 

美馬委員   １点だけ、これは次回への提案事項でございますので、審議にまで入

りませんが、提案事項の参考資料の方の７ページの保育料の件なんで

すが、これは表を見ていただきますと。わかりますか。審議にまでは

入りませんが、次回、ちょっと……。 

 

事務局（渥美） 今、建設計画の方の説明をさせて・・・・・。 

 

美馬委員    ああ、そうですか。それではその後ですね。 

 

会  長    後行いますので。今説明のあったのは、この20ページまでのことで、

何か御意見がありましたらということですのでお願いします。 

もし、お読みいただいて、いろいろな御意見がありましたら、これ

はまた事務局の方へお寄せくだされば、それで説明し、また次の最終

的なところで意見があれば提案されるかと思いますので、それでは、

よろしいですか。 

では、次の資料21ページのまちづくり講演会の実施要項に移りたい

と思います。この開催についての説明をお願いします。 
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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21ページ、まちづくり講演会実施要領をごらんいただき

たいと思います。 

まず、まちづくり講演会の目的といたしましては、新しいまちづく

りとして、豊川市と一宮町の合併協議が始まっている中で、この講演

会を通して他地域の合併協議の状況を聞くことにより、豊川市と一宮

町の合併に対する理解を深めてもらうことを目的としております。 

次に、日時でございますが、平成17年１月17日、月曜日、午後７時

から。時間としましては、講演に約１時間半、あいさつ、質疑を入れ

て２時間ぐらいを予定しております。 

会場につきましては、一宮町の文化会館でございます。 

次に、内容でございますが、ここで訂正を一つお願いいたします。 

講師の先生のお名前のふりがなでございますが、「うえのまさひ

ろ」氏とありますが、正しくは「うえのゆきひろ」氏でございます。

大変失礼いたしました。訂正をお願いいたします。 

それでは、内容としましては、開会あいさつの後、静岡文化芸術大

学副学長でございます、上野征洋さんをお招きして、「合併からまち

づくりへ－浜松の事例から豊川・一宮の未来を考える－」と題しまし

て御講演をいただきます。 

上野先生は、12市町村で構成しております天竜川浜名湖地域合併協

議会委員も務められており、文化政策学の専門家といたしまして各地

の地域づくりに参画をされておられる方でございます。 

周知方法といたしましては、合併協議会ホームページに掲載、一宮

町防災行政無線でのお知らせなどを考えております。 

その他といたしまして、手話通訳と託児を行う予定でおります。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

会  長    ただいま説明のありましたことについて御質疑がありましたら、よ

ろしくお願いします。 

説明会の開催についてでありますが、特に御意見もないようですの

で、それでは、事務局としてはこういった形で御準備いただきたいと

思います。お願いします。 

それでは、次の(3)でございますが、住民説明会の実施要項につい

て説明をお願いします。 

 

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22ページ、住民説明会実施要領をごらんいただきたいと
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思います。 

まず、住民説明会の目的といたしましては、地域住民に対して合併

の必要性並びに主要な合併協定項目及び新市建設計画の内容を説明す

ることで、豊川市と一宮町の合併に対する理解を深めてもらうことを

目的とするものでございます。 

次に、実施時期ですが、平成17年２月３日木曜日から２月11日金曜

日にかけまして、平日及び土曜日開催分につきましては、午後７時か

ら９時まで、祝日開催分は午後２時から４時まで開催するものでござ

います。 

実施回数につきましては、総計６回としまして、豊川市３回、一宮

町３回を予定しております。 

次に、会場につきましては、ごらんのように２月３日、４日、５日

の３日間は一宮町の文化会館でございます。２月８日は国府の市民

館、９日は地域文化広場、２月11日は豊川市文化会館でございます。 

なお、２月11日の豊川市文化会館開催分につきましては、午後２時

から４時開催となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

会場及び開催時間につきましては以上のとおりでございますが、住

民の皆様には御都合のつく会場を選んで参加していただきたいと思っ

ております。 

次に、実施内容としましては、開会あいさつの後、合併協議会の状

況報告、新市建設計画及び合併協定項目の説明、そして、最後に質疑

応答を予定しております。 

出席者につきましては、会長、開催地の首長及び助役、開催地選出

の合併協議会委員、開催地の幹事、合併協議会事務局長及び職員の出

席を考えております。委員の皆様には御予定をお願いしたいと思って

おります。 

周知方法としましては、合併協議会だより及び両市町の広報に記事

掲載、合併協議会ホームページの活用などを考えております。 

その他としましては、昼間開催する２月11日、祝日の豊川市文化会

館開催については、手話通訳と託児を行う予定でおります。 

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

会  長    住民説明会の実施についての説明がございましたが、何か御質問、

御意見がありましたらお願いします。 

はい、鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    ちょっと１点だけ確認しておきたいと思うんですけれども、一宮さ

んの方で２月３日、４日、５日、これは３会場といいまして、１会場、
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一宮町文化会館集会室でやられる予定ですけれども、これは幹事の方

にお聞きしたいんですけれど、豊川は各、ある程度地域に絞って３カ

所ということですけれども、１カ所で誠意を持って住民説明会ができ

るのか。この一宮町文化会館集会室が一番効果があって、集まってい

ただけるのかという、ここの、疑問ではありませんけれど、その点、

一宮の幹事の方にお伺いします。 

 

会  長    はい、井田さん。 

 

一宮町幹事（井田） 一宮の幹事でありますけれども、お答えをいたします。 

この件につきましては、さきの１市４町のときにも小学校単位とい

うことで、町内の体育館あたりということで初めは協議をしました

が、体育館は空調設備がないということで、たまたま時期が、今は２

月の一番寒い時期だったということもありまして文化会館を使わせて

いただきました。人数的には十分入るわけでありますけれども、さき

の11月の７、８、10のここに至った経緯の説明会を行いましたとこ

ろ、さきの１市４町よりもはるかに多い住民の参加がありました。そ

うしたことで今回につきましても文化会館で、もちろん小学校区単位

で区域は分けますけれども、そうしたことで、暖房も入っているとい

うことで、寒い時期でありますので、やらせていただきたいというこ

とで提案をさせていただきました。 

よろしく御理解をお願いします。 

今、ちょっと委員のうちの助役から話がありましたが、事前に１月

の20日から１月31日にかけまして、町内の、11大字ありますけれど

も、16、28日はあきますけれども、11大字連続で、各大字のコミュニ

ティ施設へ出向きまして、私どもで事前に説明会をやる予定をしてお

ります。 

以上です。 

 

会  長    わかりました。３会場は小学校区別にやるわけですね。 

はい、美崎委員さん。 

 

美崎委員    この21ページの５の周知方法には防災無線でやるというふうになっ

ておりますが、７の周知方法は防災無線でやるということが書いてな

いんですが、どういう意味ですか。 

 

事務局（中野） 防災行政無線も使います。その他ということで、いろいろなことを

やりたいと思っております。防災行政無線も行います。 
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会  長    私の方からちょっとお聞きしたいんですが、防災無線というのは視

聴率はいいのかね。何時ごろやるんだね、大体。 

 

事務局（中野） すみません。午後と夕方ということで、朝は６時45分から、夕方は

７時45分からと２回行なっております。 

 

会  長    15分ずつか。 

 

事務局（中野） 時間は特に決まっておりませんけれども、その内容によりましてと

いうことであります。 

 

会   長   ああ、そうですか。はい、ありがとうございました。 

ほかに。はい、事務局長。 

 

事務局長（伊藤） 事務局の方から一言。今この住民説明会の実施要領の方を御説明

させていただきましたけれども、当面のという考え方でお考えをいた

だきたいと思います。住民への周知はいろいろな方法で、回数につい

ても何回か重ねてやってまいりたいというふうに思っておりまして、

今回この御提案をさせていただいたのは、当面、今考えている計画と

いうふうに御承知をいただきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

 

会  長    これがすべてではなくて、まだ順次考えるということですね。 

 

 これは御了解いただけますね。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、ほかに御意見がないようですので、次の会のための提案

事項に移ります。 

それでは、提案事項の方の説明を１から６ございますが、第４回の

ためにひとつ説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） 資料23ページをごらんください。それから、あわせて本日の会議資

料、第３回会議の提案事項参考資料の方をごらんください。 

まず(1)「新市の事務所の位置について」でございます。 

「新市の事務所の位置は、豊川市諏訪一丁目１番地とする。 
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現在の一宮町役場については、当分の間、総合支所として活用する

こととし、概ね合併後５年をめどに庁舎の活用方法を含め、機能の見

直しを行うものとする。」というものでございます。 

新市の事務所の位置につきましては、事前協議におきましては、市

役所を現在の豊川市役所、豊川市諏訪一丁目１番地とする、現在の一

宮町役場については支所として活用するということが確認されており

ます。 

ここでは、その事前協議の内容を確認するとともに、一宮町役場に

ついて、当分の間、総合支所として活用することという形で提案をさ

せていただきます。 

総合支所方式につきましては、資料の１ページに記載がございます

ように、管理部門や議会、行政委員会等を除きまして、現在の一宮町

の機能を今の一宮町役場に残すというものでございます。 

しかし、一方で行政改革という合併の目的もございますので、合併

後５年をめどに、庁舎の活用方法を含め機能の見直しを行いたいとい

うものでございます。 

なお、職員数の観点から申し上げますと、ほぼ平成22年度ぐらいに

類似団体の職員の適正規模となるものと見込まれております。 

現在の一宮町役場につきましては、現在、耐震改修を行っておりま

すし、施設として十分活用可能なものでございますので、この５年経

過後におきましても新たな施設として活用する、あるいは役場の施

設、分庁方式あるいは総合支所方式という形で引き続き活用する方法

も含めまして、５年後において新たな機能の見直しを図っていきたい

というものでございます。 

続きまして、２ページをごらんください。 

「町名・字名の取扱い」についてでございます。 

「現在の豊川市の町・字の区域及び名称は、現行のとおりとする。 

現在の一宮町の町・字の区域については現行のとおりとし、名称に

ついては、地域の意向を踏まえ、合併時までに調整する。」というも

のでございます。 

一宮町につきましては、現在、大字、字の表示がございます。２

ページに例示としまして現在の一宮町の住居表示の方法が記載してご

ざいます。ここでは、大字名を町名とする場合、現在の町名を残す場

合の例示が記載してございます。 

合併が平成18年２月になりますので、それまでの間、それぞれの地

域におきまして、地域の意向を踏まえてこの町・字名を決定していき

たいというものでございます。 

続きまして、３ページをごらんください。 
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「一部事務組合等の取扱い」についてでございます。 

一部事務組合。 

一宮町は合併の前日をもって豊川宝飯衛生組合及び愛知県市町村職

員退職手当組合を脱退する。 

２、協議会。 

一宮町は合併の前日をもって宝飯地区広域市町村圏協議会、東三河

地方教育事務協議会及び宝飯郡視聴覚ライブラリー協議会を脱退す

る。 

３、共同設置機構。 

一宮町は合併の前日をもって宝飯郡介護認定審査会を脱退する。 

４、事務委託。 

一宮町は合併の前日をもって豊川市に対する消防事務、愛知県に対

する公務災害補償認定委員会、公務災害補償審査会及び公平委員会の

事務の委託の規約を廃止する。 

５、土地開発公社。 

一宮町の出資金を新市に引き継ぐものとする。 

６、共済組合。 

一宮町は合併の前日をもって愛知県市町村職員共済組合を脱退す

る。 

というものでございます。 

現在、豊川市、一宮町におきましては、一部事務組合を始めまし

て、共同で処理をしている事務が幾つかございます。その事務につき

ましての取り扱いについて定めたものでございます。 

基本的には、一宮町が合併の前日をもってそれぞれの規約を廃止す

る、あるいはそれぞれの組合を脱退するという事務的な作業が必要に

なるというものでございます。 

なお、事務の中身につきましては、引き続き新市に引き継がれて行

なわれることになりますので、事務の内容としましては同じことが引

き継がれて行なわれていくということになるものでございます。あく

まで事務的な手続だけでございます。 

続きまして、４ページをごらんください。 

「消防団の取扱い」についてでございます。 

「消防団は、合併時に豊川市消防団に統合する。なお、分団等の組

織は、当分の間は現行のとおりとし、合併後、組織体制のあり方につ

いて検討するものとする。」というものでございます。 

現在、豊川市においては、４方面隊13分団で１団組織されておりま

す。一宮町につきましては、３分団で１団が組織されております。先

進事例におきましても、消防団は合併時に統合するということがほと
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んどの事例となっております。これにつきましては、豊川市消防団に

統合するということで提案させていただきます。 

続きまして、５ページをごらんください。 

「国民健康保険事業の取扱い」についてでございます。 

「国民健康保険制度については、豊川市の例により保険料とする。 

保険料率については、豊川市の例により統一する。 

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年度は不均一の賦課とする。 

結核医療付加金支給事務については、豊川市の例により市域全体で

実施するというものでございます。 

事前協議におきましては、法に特例の定めがある場合につきまして

は一定の緩和期間を検討するということになっております。国民健康

保険制度につきましては、合併する年度及びそれに次ぐ５年間、不均

一の付加とすることができるという特例がございます。 

現在の豊川市と一宮町と保険料率につきましては、資料に記載のと

おりでございますが、この特例を適用いたしまして、合併年度、それ

に次ぐ５年度は、不均一の付加とするというものでございます。 

それから、国民健康保険制度につきましては、現在は、豊川市が保

険料、一宮町が保険税でという形で付加されております。この違いに

つきましては、保険料の方が算定時期の関係からより確実な保険料率

の算定が可能であるということが挙げられます。 

それから、徴収権の消滅事項が、保険料は２年、保険税が５年とい

う点が挙げられます。国としましては、従来から医療保険制度の抜本

改革、一本化ということを考えているわけですが、全体の流れとしま

しては、保険税から保険料という流れがございますので、住民への影

響も考慮いたしまして、豊川市の保険料を採用するというものでござ

います。 

結核医療付加金支給事務につきましては、結核の医療費を一部助成

しているものでございますので、これにつきましては市域全体で助成

をしていきたいというものでございます。 

続きまして、６ページをごらんください。 

「各種事務事業の取扱い 福祉関係事業」についてでございます。 

先ほども触れましたが、事前協議におきましては、原則として行政

運営は豊川市の例によるということになっております。ただし、差異

が大きな場合には、３年以内で緩和期間を検討するということになっ

ております。この福祉関係事業につきましても、基本的には事前協議

で確認された内容に基づきまして調整方針を提案させていただいてお

ります。 
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６ページにつきましては、(1)福祉医療でございます。 

福祉医療は、精神障害者医療費支給事業以外にも、いわゆる乳幼児

医療費支給事業、母子、老人等、６つほどございますが、ここでは差

異のあるものということで、精神障害者医療費支給事業のみ記載させ

ていただいております。これにつきましては豊川市で実施されており

ますので、新市においては引き続き豊川市の例で実施をしていきたい

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。 

(2)保育事業についてでございます。７ページにつきましては、現

在の１市１町の保育料、それから主食代、いわゆる御飯代でございま

すが、主食代、３歳以上の御飯代につきまして現在を記載してござい

ます。 

全体として豊川市の方が保育料が安い状況にございます。調整方針

といたしましては、保育料及び食代、３歳以上については豊川市の例

によるというものでございます。 

次の８ページには、いわゆる特別保育であります乳児保育、障害児

保育、延長保育の現状が記載してございます。それから、学童保育、

放課後児童健全育成事業の現状について記載してございます。 

これにつきましては、乳児保育、障害児保育及び延長保育について

は豊川市の例による。ただし、障害児保育及び延長保育に係る指定園

については新市において調整するものとする。 

放課後児童健全育成事業、児童クラブについては現行のとおりとす

るというものでございます。 

放課後児童健全育成事業につきましては、それぞれ委託先が異なっ

ておりまして、利用者の負担金の徴収方法等、違いがございまして、

それぞれ地域に根ざして活動しておりますので、これにつきましては

新市におきましても現行のとおり実施をしていきたいというものでご

ざいます。 

それから、９ページをごらんください。 

(3)高齢者福祉事業についてでございます。 

両市町で差異のある事業については次のとおり取り扱うものとす

る。 

(1)在日外国人高齢者福祉手当。 

豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

(2)在宅寝たきり高齢者等介護者手当。 

新市においては実施しない。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３年度は現行のとおりとする。 

(3)介護用品支給事業から(8)敬老金支給事業につきましては、豊川
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市の例による、または豊川市の例により市域全体で実施するよう調整

するというものでございます。 

表現の違いはございますが、「豊川市の例による」というのは、両

市町で実施されておりますが、一部違いがあり、豊川市の例によって

実施していきたいというものでございます。 

それから、「豊川市の例により市域全体で実施するよう調整する」

という表現につきましては、一宮町の方で未実施のものについて、市

域全体に区域を広げて行っていきたいという意味でございます。 

ごらんいただきますとおり、両市町で差異が大きいものということ

で、(2)の在宅寝たきり高齢者等介護者手当につきましては、現在、

一宮町で月１万円、要介護度４以上の高齢者を介護している方に支給

されております。 

これにつきましては、新市においては実施しない。ただし、現在の

一宮町の地域については、合併年度、これに続く３年度は現行のとお

りとしていきたいというものでございます。 

それ以外のものにつきましては、基本的に豊川市の例によるという

ことで、ここに書いてありますようないろいろなサービスを一宮町の

地域についても広げて実施をしていきたいというものでございます。 

それから、11ページをごらんください。 

(4)障害者福祉事業についてでございます。 

両市町で差異のある事業については、次のとおり取り扱うものとす

る。 

(1)の入浴サービス事業から(6)の在日外国人障害者福祉手当までに

つきましては、豊川市の例により市域全体で実施するよう調整すると

いうものでございます。 

(7)の障害者手当につきましては、資料としましては12ページをご

らんください。 

12ページをごらんいただきますと、身体障害者療育手帳、精神障害

者保健福祉手帳と、いわゆる３障害別にそれぞれ障害の程度ごとに金

額が異なっております。ごらんをいただきますと、精神障害者保健福

祉手当につきましては、すべての程度におきまして豊川市の方が高い

支給額となっております。 

療育手帳につきましては、Ｂ、Ｃの区分につきましては豊川市が高

い、Ａにつきましては一宮町の方が高い支給額になっております。 

身体障害者につきましては、４・５・６級につきましては豊川市の

方が高い支給額、１・２・３級につきましては一宮町の方が高い支給

額になっております。 

また、豊川市の支給額につきましては、身体、療育、精神とも基本
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的には2,000円から3,000円ということで、３障害とも同じ支給額にな

っております。 

現況の特徴としてはそんなところが挙げられるかと思いますが、新

市におきましては、豊川市の例によるということでございますが、た

だし、現在、一宮町の支給額が高い部分につきましては、申し上げま

すとおり、身体障害者の１級から３級、療育手帳のＡに係る手当額に

つきましては、合併する年度及びこれに次ぐ３年度は現行のとおりと

するというものでございます。 

それから、13ページをごらんください。 

児童福祉事業についてでございます。 

新市における単独の遺児手当については、愛知県遺児手当の基準に

より実施することとし、手当額については、豊川市の例による。ただ

し、現在の一宮町の地域については、現行の支給基準に該当する受給

者の育成手当額については、合併する年度及びこれに続く３年度は現

行のとおりとするというものでございます。 

13ページをごらんいただきますと、現在、豊川市と一宮町でそれぞ

れ市町村単独手当として遺児手当が支給されているわけでございます

が、豊川市の方は父子家庭も対象にしておりまして、年齢も18歳以下

ということになっております。一宮町の方は父子家庭が対象になって

おらず、年齢も15歳以下ということになっております。これにつきま

しては、支給対象としましては、豊川市の例によって父子家庭も対象

にし、年齢も18歳以下のようにしていきたいというものでございま

す。 

当手当額につきましては、育成手当が豊川市は2,100円、一宮町は

4,400円となっておりますので、現在支給基準に該当する一宮町の支

給者については、合併年度とこれに続く３年度は、この4,400円を維

持していきたい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。次回の協議事項について今説明がございました。

これらの項目は次回に協議いただくわけでありますが、今説明した中

で何か御不明な点がありましたら御質問等をお願いします。 

はい、竹生さん。 

 

竹生委員    １点なんですけれども、７ページの保育料のところですけれども、

豊川市と一宮の例示が出ておりますけれども、一宮町の方は、１人目、

２人目という例示になっておりますけれども、これは、豊川市の方に

つきましてはただの年齢で区切ってあるだけでございまして、例えば、
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年子とか、そういう形で見るとかなり見方も変わってくるのかなとい

うふうに感じるんですけれども、実際、豊川市さんの方のこの例示が

漏れているのではないのかなというふうに感じるんですけれども、そ

の点はいかがでしょうか。 

 

会  長    双子とか三つ子というと、豊川の方が出しが悪いわね、これは。 

はい、どうぞ。 

 

事務局（鵜飼） 現在の資料におきましては、豊川市の一本の数字しか記載してござ

いませんが、豊川市の方も、やはり２人以上の児童の場合の軽減措置

というのがございます。おおむね２番目につきましては半額、あるい

は３人目以降につきましては無料という形なんですが、ちょっと数字

が複雑でございますので、資料を追加して皆さんに配付をさせていた

だきたいと思いますので、次回の会議に間に合うように追加して配付

させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

会  長    はい、竹生さん。 

 

竹生委員    それともう１点、13ページの資料なんですけれども、先ほど事務局

から御説明をいただきました内容とこちらに書いてあります調整方針

が若干違っていたのかなというふうに感じたものですから、先ほど事

務局の説明によりますと、要は、支給の基準については豊川市の例に

よる、ただし、育成の手当額については、一宮町については３年間は

現行のとおりとするというような説明であったかと思うんですけれど

も、文章によりますと、現行の支給基準に該当する受給者の育成手当

額については３年間現行のとおりとするとありますので、調整方針に

よりますと、事務局の説明とは違いまして、要は、具体的には一宮の

父子家庭の方は３年間は支給はされないという形になるかと思うので

すけれども、そこのところは、ちょっとよくわからなかったものです

から、よろしくお願いします。 

 

会  長    はい、どうぞ。 

 

事務局（鵜飼） 説明不足で申しわけございませんでした。 

まず、冒頭の新市における単独の遺児手当については、愛知県遺児

手当の基準により実施することとし、手当額については豊川市の例に

よるということがまず大前提でございます。したがいまして、一宮町

の地域におきましても父子家庭が対象になるものでございます。 
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ただし、現在、母子家庭で一宮町の方は4,400円支給を受けておら

れます。引き続きこの方につきましては4,400円で、要は激変緩和措

置という観点から、合併年度３年間に限り4,400円を維持するという

ものでございます。父子家庭の方は、豊川市の制度を適用していただ

くということになりますので、支給がされるということになります。 

以上でございます。 

 

会  長    ほかにありましたらお願いします。ただいま説明があったばかりで

すので、何かこれで不明な点が浮かびましたら、事務局へまた御質問

いただければよろしいかと思います。また事務局に問い合わせいただ

きたいと思います。 

以上で議案審議は終了しましたので、次に、その他として次回の日

程等について事務局から説明をお願いします。 

 

事務局長（伊藤） 次回、第４回目の合併協議会会議の開催につきましては、12月

27日月曜日、午後１時半から。場所につきましては本日と同じ、この

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、本日御提案を申し上げました「新市

の事務所の位置について」を初め６項目の協議を予定しておりますの

で、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいまお聞きのように、12月27日、年末押し迫っておりますが、

午後１時半、この場で行ないたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

それでは、以上をもちまして本日予定いたしました案件の審議はす

べて終了いたしました。皆さんの方から何かありましたら御発言をお

願いしますが、よろしいですか。 

はい、どうぞ。 

 

安藤委員    年内はもう27日で終わりということですね。27日で、これで年内は

おしまいですね。 

 

会  長   一応その予定でおります。 

 

事務局長    年内は12月27日を最後で、新年また早々にお願いをすることになり

ますけれども、よろしくお願いいたします。 
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会  長    年内は27日ということで、重要案件につきましては第４回のときに

決まると思いますので、以上で、ことしは第４回と。 

所長さん、よろしいですか、何か。 

 

夏目顧問    ございません。 

 

会  長    県の方から温かいお言葉が何かあるかと思ったらないようですので、

今、協議中ということですので、また最大な御支援をいただけるもの

と思います。 

それでは、皆さん、御苦労様でございました。よろしくお願いしま

す。 

 

午後２時５６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。 
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