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豊川市・一宮町合併協議会第４回会議会議録 

 

日 時  平成１６年１２月２７日（月）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 

 

 

 

 



2 

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)「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 

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)「地域審議会等の位置」について 

(2)「条例、規則等の取扱い」について 

(3)「使用料、手数料等の取扱い」について 

(4)「各種事務事業の取扱い 総務・企画関係事業」について 

(5)「各種事務事業の取扱い 交通関係事業」について 

(6)「各種事務事業の取扱い 教育関係事業」について 

７ その他 

(1)合併協議会第５回会議について 

日時 平成１７年１月６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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会長（豊川市長） それでは定刻になりましたので、ただいまから豊川市・一宮町合

併協議会第４回会議を開会させていただきます。 

大変、前回も申しましたけれども、いよいよ本当に暮れも押し迫り

まして、お忙しい中、全員御出席いただきましてありがとうございま

す。 

早速でございますが、それでは本日の議事に入らせていただきま

す。御協力をお願いいたします。 

本日の会議につきましては、先ほど申しましたように、15人中15人

の御出席ということでございますので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。本日は山脇 実委員さん、戸河里敏次委員さんの御両名

にお願いいたします。 

それでは、本日の協議事項に入りますが、まず第１の新市の事務所

の位置についてを始め６件についてでございますが、この新市の事務

所の位置についての御審議からお願いいたします。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） 資料は、本日配付資料の１ページをごらんください。 

協議事項１でございます。それから、前回配付資料の参考資料の同

じく資料１ページをごらんください。 

協議事項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１丁目１番地とする。 

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。 

新市の市役所の位置につきましては、事前協議におきまして、豊川

市諏訪１丁目１番地、現在の豊川市役所とすることが決定しておりま

す。現在の一宮町役場につきまし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。 

今回の調整方針におきましては、合併後５年間、一宮町役場を総合

支所として活用するということを提案させていただいております。 

総合支所方式は現状に最も近く、合併時におきましては住民に違和

感がなく最もスムーズな移行が可能であること。 

一方で、事務の効率化が図られにくいということもありますので、

合併後５年をめどに類似団体の職員数を目安として、概ね適正規模と

なる合併後５年をめどに庁舎の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。 

以上でございます。 
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会  長    参考資料にありますように、総合支所方式というのは管理部門や議

会、行政委員会を除き、現在の一宮町の機能を残すという意味の総合

支所方式でございます。 

ただいま説明のありましたことについて質疑がありましたら、どな

たからでも御発言をお願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    はい、特に御意見もないようですので、採決を行います。 

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    それでは決定とさせていただきます。 

続きまして、第２番目でございますが、「町名・字名の取扱い」に

ついてに移りたいと思います。 

説明をお願いします。 

 

事務局（鵜飼） 資料は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。 

町・字の名称につきましては、住民生活に密着したものでございま

す。資料の例示におきましては、大字名を町名とする場合、これにつ

きましては現在の一宮町という名称が消えることになります。 

それから、現在の町名を残す場合、一宮町をそのまま新市の町名と

して残す場合の例示が記載してございますが、これにつきましては、

一宮町の方で合併時までに各地域の意向を踏まえ調整をしていただく

という形の提案となっております。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいま説明のありましたように、地域の意向を踏まえ合併時まで

に調整するということでございます。すなわち、一宮町の方で例示に

ありますように、決定をしていただければいいのではないかという原

案でございますが、いかがでしょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    御異議ないという意見でございます。採決に移ります。 

今、提案されていましたように、合併時までに調整するということ

で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。 

「一部事務組合等の取扱いについて」でございます。 

それでは、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（鵜飼） 続きまして、資料の３ページをごらんください。 

「一部事務組合等の取扱い」についてでございます。 

(1)一部事務組合。 

一宮町は合併の前日をもって豊川市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。 

恐れ入ります、資料の訂正をお願いいたします。参考資料の３ペー

ジに一番上段に「一部事務組合」という欄がございます。真ん中あた

りに構成市町村等という欄がございまして、現在、豊川市・宝飯郡４
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町初め９団体と書いてございますが、当然のことながら豊川市及び宝

飯郡４町ということでございますので、「初め９団体」という文言を

削除していただくようお願いいたします。失礼いたしました。 

この協議項目につきましては、一部事務組合を初めといたしまし

て、豊川市と一宮町が広域的に事務を処理している団体等についての

取り扱いを定めたものでございます。その多くは、合併前に脱退す

る、あるいは規約を廃止するといった形の事務手続になりますが、一

部事務の変更を伴うものがございます。上段の一部事務組合の２段

目、愛知県市町村職員退職手当組合についてでございます。 

これにつきましては、豊川市におきましては手当組合に加盟してお

らず、各年度ごとに退職手当を豊川市において支給しております。 

一宮町におきましては、退職手当組合に加盟をしておりまして、毎

年度、一定の掛け金を支払いまして、退職者が出た折に退職手当組合

の方から退職金が支給されるという形になっております。 

これにつきましては、一宮町が脱退するということになりますの

で、今後は一宮町の職員の分も含めまして、新市におきまして退職者

が出た際には、豊川市において予算措置を行って退職手当を支給して

いくということになります。 

なお、退職手当組合を脱退する際には、これまでに納めた掛け金

と、それから、これまでに交付をされた退職手当の差額、細かい計算

方法は抜きますが、簡単に申し上げますと、その差額を納める、ない

し交付を受けるということになります。 

一宮町が18年２月１日の前日に脱退した場合には、およそ2,500万

円ほどの脱退金が必要になるというふうに見込まれております。な

お、これにつきましては、新市の方で退職手当組合の方に支払いをす

ると。一宮町の方で予算措置する必要はなく、新市におきまして支払

いをするということになります。 

それから、もう１点につきましては、一番下の職員共済組合につい

てでございます。 

職員共済、職員の長期給付、年金の給付でございます。それから短

期給付、いわゆる健康保険についででございますが、豊川市につきま

しては、長期給付は愛知県都市職員共済組合に加入しております。短

期給付につきましては、愛知県９市健康保険組合に加入しておりま

す。 

一宮町につきましては、長期給付、短期給付とも、愛知県市町村職

員共済組合に加入をしております。 

この都市職員共済組合につきましては、市町村職員共済組合法がで

きましたときに、既に組合を設置していた団体に係る経過措置でござ
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いまして、新たに団体がこの組合に加盟するということは認められて

おりません。９市健康保険組合に新たな団体が加盟するということは

認められておりません。したがいまして、今回につきましては、一宮

町が市町村職員共済組合を脱退するということになりますので、一宮

町の職員は、愛知県９市健康保険組合、愛知県都市職員共済組合の方

に加入するという形になります。 

事務の内容が異なるのは、この２つの組合についてでございます。

その他につきましては、事務内容としては変更がないものでございま

す。 

それから、なお１点、協議会の欄の３番目に宝飯郡視聴覚ライブラ

リー協議会というのが記載してございますが、これは、今年度末で廃

止をされるというふうに既に決まっておりますので、この表では記載

しておりますが、実際の合併時にはこの団体はなくなっているものと

いうふうに考えられます。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいまの説明の中で何か御質問がありましたら、どなたでも御発

言願います。 

なお、つけ足しますが、一番下の健康保険の９市健康保険組合であ

りますが、これは対等合併の場合は厚生省が認めておりませんが、吸

収とか編入という名前であれば、これは加盟が認められるということ

で、たまたま私が当番でやっておりましてもほかの地域でこういうこ

とが起こりまして、それは厚生省は非常にきついわけです。ちなみに

申しますと、健康保険組合は、９市というのは、本市、豊田、刈谷、

碧南、安城、瀬戸、津島、ほかは忘れましたけれども、たまたま私が

理事長をやっているわけでありますが、はっきり申しまして黒字であ

ります。非常に財政のいいところばっかりでございまして、おつき合

いがいいところばっかりだと非常に黒字でありますので、安い掛け金

で健康保険をやっているわけであります。退職金はしたがいましてこ

の都市共済に入るわけです。健康保険と退職金が変わりますので、そ

の点だけ説明をしておきます。 

何か特にございますか。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。 

それではこの「一部事務組合等の取扱い」についてを原案どおりと

いうことでよろしいでしょうか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、原案どおり御異議なしと認めまして、可決されました。 

続きまして、協議事項４に移ります。 

「消防団の取扱い」についてを御協議願います。 

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。 

「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。 

市町村合併の際には、ほとんどの場合におきまして消防団の合併が

行われております。 

なお、合併時の混乱を避けるために、当分の間は分団等の組織は現

行のとおりとし、新市におきまして、統一に向けて組織体制のあり方

を検討していくというものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    消防団の件でございますが、説明が終わりましたので質疑に入りま

す。御質疑がありましたらお願いします。 

はい、どうぞ。 

 

藤井委員    費用弁償のことですけれども、今、豊川市と一宮町は大分違うんで

すけれども、当分の間は現行のとおりということで、費用弁償も当分

の間現行どおりいくのか、あわせるのか、その辺はまだ決めてないで

すか。その辺どうですかね。 

 

会  長    当分の間というのがございますが、その間に決定することではない

でしょうか。事務局、何かありましたら。 

 

藤井委員    第１回の資料のときに費用が載っていたんですけれども。 

 

会  長    載っていますね。補償金というのか。 

はい、事務局。 

 

事務局（鵜飼） 報酬、費用弁償につきましては、今回の資料には記載がございませ
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んが、報酬につきましては、第１回の提案事項となっております「特

別職の職員の取扱い」のところに報酬が記載してございます。 

それから費用弁償につきましても、豊川市と一宮町で現在若干の差

異がある現状にございます。これにつきましては、合併時までにそれ

ぞれの市町で特別職全体を含めまして、報酬のあり方を調整していき

たいというふうに考えております。 

以上でございます。 

 

会  長    この前の説明だと、当分の間というのは１年間ぐらいですね。その

間にいろいろ話し合って決めようじゃないかということだという報告

を聞いておりますけれども。消防団に対する手当等大分違いますので、

その点につきましては、今原案では当分の間に、この調整をして検討

するということで、話し合いは後ほどということになりますが、よろ

しいでしょうか。 

それでは原案どおり決定することに、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、決定させていただきます。 

協議事項４、「消防団の取扱い」については、当分の間現行のとお

りとして、合併後、組織体制のあり方を含めて検討し決定するという

ことで決定されました。 

続きまして、協議事項５でございます。 

「国民健康保険事業の取扱い」に移りたいと思います。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（鵜飼） 資料の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。 

結核医療賦課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。 

１市１町の現状につきましては、５ページの表に記載のとおりでご

ざいます。大きく違いますのは、保険料、保険税の賦課が、豊川市の

方は保険料という形で、一宮町の方は保険税という形で行われている

こと。それから保険料率に違いがあることでございます。 
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国民健康保険制度につきましては、保険料と保険税の違いを簡単に

申し上げますと、税の方は条例に税率の規定が必要でございまして、

算定時期の関係で保険料の方が確実な算定が行われるということ。そ

れから徴収権の消滅時効が、料の方が２年、税の方が５年であること

でございます。 

国の全体の流れといたしましては、給付と負担の関係を明確にする

こと、あるいは保険制度の一本化というような観点から、税から料へ

という流れがございます。 

新市におきましては、豊川市が採用している保険料を採用するとい

うものでございます。保険料率については、資料に記載のとおり１市

１町で違いがございます。これにつきましては、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きましては、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、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。 

はい、安藤委員さん。 

 

安藤委員    保険料と保険税の問題ですが、これは５年間を一宮町は保険税でい

くんですか。保険料に切りかえていくのか、その辺はどうですか。 

 

会  長    はい、事務局説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） 保険料という形にさせていただきます。 

 

安藤委員    保険料でいくわけですね。はい、以上です。 

 

会  長    ほかにございましたら、お願いします。 

特に、御意見もないようですので、採決に移りたいと思います。 

国民健康保険事業の取り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
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た。 

続きまして、協議事項６でございます。 

「各種事業の取扱い 福祉関係事業」についてを御協議お願いしま

す。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。 

福祉関係事業(1)から(5)までございますが、続けて説明をさせてい

ただきます。 

まず1番目、「福祉医療」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。 

精神障害者医療支給事業については、豊川市の例による。 

というものでございます。福祉医療につきましては、いわゆる乳児

医療、母子医療、障害者医療といろいろございますが、ここでは１市

１町において違いのあるもの、精神障害者医療支給事業について記載

させていただいております。豊川市におきましては、精神障害者福祉

手帳の１、２級で市内１年以上在住者に対し、医療費の自己負担分の

２分の１を助成しているという現状にございます。これを新市におい

て、全域で実施をしていきたいというものでございます。 

それから７ページをごらんください。 

参考資料の７ページをごらんください。 

保育事業についてでございます。 

保育料及び主食代（３歳以上）については、豊川市の例による。 

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かか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。 

保育料につきましては、７ページに１市１町の徴収基準額表が記載

してございます。 

それから、本日の会議資料とあわせまして、保育事業の追加資料と

いうことで、右下に７－２とページを打ってございます資料を配付さ

せていただいております。 

そちらにつきましては、上の方には兄弟入所の場合の保育料が記載

してございます。それぞれ２子以降については軽減措置があるという

現状でございます。 

それから保育料の算定につきまして若干の例を記載させていただい

ております。 
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第４階層から第６階層ぐらいが入所人員としては多いわけですが、

実際に一番多いのは第５階層が最も多い入所人員になります。第５階

層の例をごらんいただきますと、例の２が第５階層で児童１人を入所

させた場合の月額でございます。３歳未満児、３歳児、４、５歳児と

それぞれ区分によって金額の違いがございます。 

それから一番下の例４が、これは第５階層に児童２人、２歳児と５

歳児を入所させた場合の保育料の違いでございます。違いはごらんの

資料のとおりでございます。 

それから、主食代（３歳以上）というのは、いわゆる御飯代のこと

でございますが、これにつきましては、豊川市が現在月800円、一宮

町が月1,000円になっております。これもあわせまして、保育料と主

食代については豊川市の例に統一をしていきたい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。 

８ページは、上段３つが、いわゆる特別保育、乳児保育、障害児保

育、延長保育についてでございます。これにつきましても、若干の違

いがございますが、新市におきましても豊川市の例に統一をしていき

たいというものでございます。 

それから、放課後児童健全育成事業（児童クラブ）につきまして

は、豊川市において公設民営で16クラブ、一宮町におきましては、同

じく公設民営で２クラブ運営されてございますが、これにつきまして

は、実施主体が異なっておりますし、それぞれ地域に根ざした活動を

しておりますので、合併後も継続して現行のとおり実施していきたい

というものでございます。 

続きまして、資料の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)の介護用品支給事業から(8)の敬老金支給事業までにつきまして

は、豊川市の例による、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。 

資料２は、１市１町で違いの大きい高齢者福祉事業について記載を

してございます。原則的には豊川市の例により統一をするということ
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でございますが、違いの大きいものにつきましては、３年間の経過措

置を検討するということになっております。 

在宅寝たきり高齢者介護者手当につきましては、現在、一宮町で月

１万円支給をしておりますので、これにつきましては、合併年度及び

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。 

それから続きまして11ページをごらんください。 

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につき

ましては、一宮町で実施されておりませんので、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、豊川市の例による。ただし、現

在の一宮町の地域においては、身体障害者手帳１級～３級及び療育手

帳Ａに係る手当額については、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。 

11ページ、12ページに１市１町現況が記載してございます。 

12ページには、障害者手当の現状が記載されておりますが、調整方

針にありましたとおり、身体障害者手当につきましては、１級～３級

においては一宮町が高く、４級～６級においては豊川市が高い。療育

手帳につきましては、Ａの区分におきましては、一宮町が高く、Ｂ、

Ｃについては豊川市が高い。精神障害者福祉手帳につきましては、１

級～３級とも豊川市が高いという現状にございます。 

豊川市に統一をいたしますが、現在、一宮町の方が高い支給区分に

つきましては、合併年度及びこれに続く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。 

続きまして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おいては、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ページに現在の１市１町の現況が記載してございます。 

受給対象者としまして、豊川市は母子家庭、父子家庭、いずれも対

象にしている。年齢については18歳以下ということでございます。一

宮町の方は、母子家庭を対象にしておりまして、年齢は15歳以下とい

うことでございます。 
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受給対象者につきましては、豊川市の例、これは愛知県遺児手当の

基準と同じものでございますが、愛知県遺児手当の基準により実施し

ていくというものでございます。 

手当額につきましては、豊川市が2,100円、一宮町が4,400円となっ

ておりますが、新市におきましては、豊川市の例により、なお、合併

年度及びこれに続く３年度につきましては、一宮町の母子家庭の方に

つきましては現在4,400円支給をされておりますので、合併年度及び

３年間は4,400円支給し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    ただいま説明がありました本案について、どなたでも御質疑があり

ましたら御発言してください。 

はい、どうぞ。 

 

美 馬 委 員   学童保育、いわゆる児童クラブなんですが、どちらも豊川市も一宮

町も現在は公設民営ということでありますが、特に委託料の取り扱

いが基本的に大きく違うと思うんです。この辺を現行のとおりとい

うことでありますが、ずっと現行のとおりということでお考えでし

ょうか。 

 

会  長    児童クラブですね。 

 

美馬委員    この資料の方で８ページ。 

 

会  長    学童保育ですね。 

 

美馬委員    はい、そうです。児童クラブです。学童保育です。 

 

会  長    それでは事務局の方でお願いします。 

 

事務局（鵜飼） 当面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が、新

市におきましては、当然同じ市から税金を委託料として支出するとい

うことになりますので、基準の統一について新市において検討をして

いきたいというふうに考えております。 

 

会  長    一宮町は２クラブと書いてございますけれども、これ小学校単位に

ないんですか。 
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美 馬 委 員   はい。小学校単位ではなくて、東部と西部しか現在ございません。 

しかもその一つの方は、いわゆる県の補助もあんまりこの対象にな

らないという小さいものでして、そういったことで豊川の現行と大き

く差があるものですから。 

 

会   長   幹事会ではわかっていると思いますので。 

ほかに御質問がありましたらお願いします。 

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。 

この協議(6)でございますが、各種事務事業の取扱い、福祉関係事

業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。 

以上で協議事項は終わりまして、報告事項に移りたいと思います。 

報告事項(1)でありますが、「新市建設計画策定状況について」で

ございますが、愛知県事業及び財政計画の説明が主な内容であろうか

と思いますが、それでは、事務局から報告事項(1)の「新市建設計画

策定状況について」の説明を求めます。お願いします。 

 

事務局（渥美） 報告事項(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。資料の９ページをお開きいただきたいと思います。 

前回、項目でいいますと４、新市の施策まで説明をさせていただき

ました。今回、５の新市における愛知県事業の推進から最後の７、財

政計画までの説明をさせていただきます。 

資料の10ページをごらんいただきたいと思います。 

５、新市における愛知県事業の推進でございます。 

(1)としまして、愛知県の役割。 

「愛知県は、新市の施策と連携しながら、以下に掲載する事業を実

施又は検討していくことにより、新市のまちづくりを積極的に支援し

ていきます。また、市町村合併特例交付金による財政支援を行いま

す。」 

この文章につきましては、前回、１市４町の建設計画と全くの同文

でございます。 

(2)新市における愛知県事業。 

「主な県事業については、以下のとおりです」ということで、国道
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151号バイパスの整備から11の事業概要が載っております。この事業

につきましては、１市１町の合併協議会事務局の方から県の方に対し

まして新市建設計画登載希望調書というものを提出しました。その提

出した内容につきましては、前回の１市４町合併協議会で掲載をされ

た県事業を中心に希望を出しております。その希望内容をもとに、今

回11の事業が、県の方から掲載していいというような御回答をいただ

きました。 

前回、１市４町時のときは34の事業概要が上がっていたわけなんで

すが、今回、１市１町ということで、11の事業概要が掲載をされてお

ります。 

これにつきましては、来年１月６日に事前協議案として再度提出を

させていただき、県の方へ事前協議をしてまいるということになると

思いますので、よろしくお願いをいたします。 

次に、11ページをお開きください。 

公共施設の統合整備。 

公共施設の統合整備については、住民生活に急激な変化を及ぼさな

いよう配慮するとともに、住民の意向を十分反映し、効率的な整備を

図ります。 

整備に当たっては、現有の公共施設の有効活用に努め、新市の一体

性確保、地域特性や地域間の均衡、財政事情等を考慮することを基本

とします。 

としています。この文章につきましても、１市４町時の建設計画と

同様の内容になっております。 

事務局（鵜飼） 続きまして、財政計画について説明をさせていただきます。 

引き続いて、資料の12ページをごらんください。 

財政計画につきましては、現在の財政制度、あるいは過去の財政状

況を踏まえて、将来の歳入・歳出について推計をしたものでございま

す。 

策定に当たりましては、原則といたしまして、過去の実績を踏まえ

て費目ごとに見積もった歳入・歳出額を基礎としておりまして、合併

に対する財政支援措置や歳出の削減などの効果を見込んでおります。 

なお、財政計画につきましては、普通会計ベースで推計をいたして

おりまして、いわゆる企業会計、上水道や病院、それから特別会計で

処理されております下水道や土地区画整理事業において料金収入等で

賄われている経費については含まれておりません。 

費目ごとの財政計画における留意点を簡単に説明させていただきま

す。 

12ページの歳入のまず地方税でございます。 
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地方税につきましては、過去の実績や今後の経済見通しを踏まえ

て、現行制度を基本に推計をいたしております。 

(2)の地方譲与税につきましては、過去の実績を基本とした上で、

三位一体の改革に伴う税源移譲分として所得譲与税での措置を見込ん

でおります。 

(3)の地方交付税についてでございます。 

地方交付税につきましては、合併の支援措置でございます普通交付

税の算定の特例、いわゆる合併算定替えや合併補正といった支援措置

を見込んで推計しています。 

なお、基本的な算定に当たりましては、16年度の制度を前提といた

しましたが、三位一体の改革を踏まえまして、臨時財政対策債と合わ

せた実質的な普通交付税額は段階的に削減されるものと仮定して推計

をしております。 

(4)の国庫支出金、県支出金についてでございます。 

原則的に、過去の実績を基本として算定をいたしております。 

(5)の地方債につきましては、過去の実績を基本として、普通建設

事業費、新市の建設計画に登載される事業に充てられる町債を見込ん

で算定をしております。 

なお、実質的な普通交付税である臨時財政対策債は、地方交付税と

合わせまして、段階的に削減されるものと仮定して推計をしておりま

す。 

13ページをごらんください。 

歳出の人件費についてでございます。 

人件費につきましては、類似団体の職員数を参考に、合併後、退職

者の補充を抑制することにより経費の削減が見込まれるといたしてお

ります。 

それから、(2)の扶助費についてでございます。 

扶助費につきましては、過去の実績を基本としまして、緩やかに増

加していくものと仮定して推計をしております。 

(3)の公債費につきましては、既に発行済みの地方債であります平

成15年度までの地方債に係る元利償還金及び平成16年度以降に発行す

る予定の地方債に係る元利償還金を見込んでおります。 

それから、(4)の物件費につきましても、人件費と同様、類似団体

の物件費を参考にしながら、一定の経費の削減を見込んで推計をして

おります。 

それから、普通建設事業費につきましては、新市の建設計画に登載

される事業を踏まえて、推計をしております。 

推計結果につきましては、歳入が14ページ、歳出が15ページの表と
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なっております。合併の翌年度でございます平成18年度から10年間の

平成27年度までを歳入・歳出とも見積もったものでございます。 

なお、歳入の方は、欄外の方に実質交付税額という記載が再掲して

ございます。これにつきましては、地方交付税のうちの普通交付税、

それから、地方債のうちの臨時財政対策債を実質的な交付税額という

ことでありまして、このような記載をさせていただいております。 

14、15ページはこのような結果になっているということでございま

すが、若干の説明を16ページ以降の参考資料でさせていただきたいと

思います。 

16ページ、財政計画参考資料というのをごらんください。 

まず、平成18年度から10年度間の財政計画の合計についてでござい

ます。 

合計額は3,774億円となっております。左側の円グラフが歳入、右

側が歳出でございます。 

歳入におきましては、地方税とその他自主財源、これにつきまして

は、財産収入であるとか、諸収入であるとか、寄附金であるとかとい

ったものですが、地方税とその他自主財源を合わせまして、自主財源

全体で60.1％となっております。依存財源、これは自治体が独自に収

入、独自に徴収をするというものではなく、主に国から交付される、

あるいは他団体から借り入れるというものでございますが、地方交付

税、それから、その他依存財源、国庫支出金や県の支出金、いわゆる

補助金といったものはここに入ります。その他依存財源、それから地

方債、地方債は長期借入金でございます。合わせまして、依存財源が

39.9％という状況になっております。 

歳出の方は、人件費が741億円、以下、扶助費485億円となっており

ます。 

歳入・歳出の推移。下の棒グラフをごらんいただきたいと思いま

す。 

ごらんいただきますと、歳入におきましては、地方税は平成15年度

が参考として記載してございますが、平成16年度に若干の税収の伸び

がございますので、18年度、若干増加した数字になっておりますが、

全体の年度を通じまして、大きな伸びは見込んでおりません。 

地方債につきましては、臨時財政対策債の縮小、普通建設事業費の

縮小といったことから、合併後は大きく金額は少なくなっておりま

す。 

それから、その他依存財源につきましては、三位一体の改革により

ます税源移譲によりまして、所得譲与税という形でここに算入をいた

しております。 
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それから、地方交付税につきましては、三位一体の改革の影響を踏

まえまして、現在よりも少なくなるという形で見込んでございます。 

それから、歳出の方をごらんいただきますと、人件費、物件費が合

併による効果ということで少なくなっております。全体として歳入が

少なくなっている関係上、普通建設事業費につきましても縮小してい

るという状況にございます。 

それから、次の17ページをごらんいただきたいと思います。 

今回の財政計画におきまして、特徴といいますか、留意した点とい

たしまして、まず１つは、プライマリーバランスの黒字化というもの

がございます。言葉は難しいですが、要は地方債の残高を縮小してい

くというものでございます。 

現在の１市１町の１人当たり地方債残高の推移というのが棒グラフ

にしてございます。平成９年度から平成17年度、豊川市、一宮町とも

非常に大きくなってきてございます。 

平成17年度で見ますと、豊川市は、これは37万円になります。一宮

町が33万円になります。非常に大きな数字となっておりまして、これ

を先送りせずに、新市において着実に償還をして残高を減らしていく

ということが必要であると思います。 

地方債といたしましては、平成18年度から27年度まで、現在の財政

計画では約287億8,400万円、新たな借り入れをするという計画になっ

ております。それに対しまして公債費、これは借金の返済、元利償還

金のことでございますが、460億9,000万円となっております。うち元

金につきましては、380億3,800万円ということになっておりまして、

地方債の287億円と公債費の元金を比較しますと約100億円、10年間で

残高を減らしていきたいと。 

もちろんこれは歳入が少なくなるということによるものもございま

すが、不要不急な事業を行わず、合併により財政再建を行うという観

点からこのように町債の残高を縮小していくということを目標として

おります。 

その結果、新市の１人当たり地方債の残高は、平成27年度には現在

の財政計画では約29万円に縮小するというふうに見込まれます。 

それから、もう１点につきましては、下の方の棒グラフをごらんい

ただきたいと思いますが、「普通建設事業費の総額は、過去の実績に

比べ大きく抑制する一方、新市の均衡ある発展を図るため、合併効果

による財源を一宮町の地域に重点投資し、生活基盤の整備を着実に推

進することとしています。」と記載しておりますが、事前協議におき

ましても、１市４町の建設計画を基本とすること、地域間の格差の是

正を図るために生活基盤の整備を着実に推進することということが事
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前協議において確認をされております。 

過去３年間、13年度から15年度の普通建設事業費の平均事業費を見

ますと、豊川市が69億円、一宮町が11億円、１市１町を合わせまして

80億円というのが過去３年間の実績でございます。これにつきまして

は、合併後10年間で平均いたしますと、単年度当たり54億円という今

の財政計画になっております。80億円、過去非常に事業を多く実施し

てきておりますので、80億円から50億円という形に減少はいたします

が、必要なものについては着実に実施をしていくということにしてお

ります。 

なお、一宮町の地域につきましても、１市４町の建設計画の協議結

果を尊重するということで、１市４町の協議結果をベースとして、必

要な事業、見込まれる事業量を勘案いたしまして、100億円程度、普

通建設事業費は行われるというふうに財政計画では推計をいたしてお

ります。 

それから、18ページにつきましては、合併しない場合の推計につい

てでございます。 

これは、あくまで、仮に合併しない場合の財政状況を推計したもの

でございます。 

職員定数の削減や建設事業の縮小など、歳出削減の取り組みを進め

た場合でも、交付税の縮小や公債費の増加によりこれまでのような住

民サービスの維持をするのが非常に難しくなるということでございま

す。 

職員定数につきましては、10年で10％、１年１％程度、あるいは、

建設事業につきましても、それぞれ相当の事業量の縮小を行った場合

でも、ごらんいただきますと、中段が合併しない場合の豊川市の形式

収支の推移でございます。形式収支といいますのは、単純に歳入から

歳出を差し引きした、繰越金というものを考えずに、単純にその年度

の歳入をその歳出で引いたものでございます。 

ごらんいただきますと、平成18年度におきまして約７億円の赤字が

見込まれます。左側の僕グラフが単年度の収支でございます。右側の

棒グラフが累積収支でございます。各年度の赤字、黒字を単純に積み

上げたものでございます。ごらんいただきますと、豊川市の場合で平

成27年度には97億円程度の累積赤字が見込まれると。一宮町に場合に

おきましては、一番下のグラフでございますが、平成27年度には、約

38億円の赤字が見込まれるというものでございます。 

それぞれの金額は、豊川市の財政規模、１年間で執行できます一般

財源といいますか、地方税と交付税を足したものでございますが、標

準財政規模と言いますが、豊川市の年間の標準財政規模、国から国庫
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補助金等を除きまして、豊川市が自由に使えるお金であります財政規

模の198億円の49％に当たる、一宮町におきましても、年間の財政規

模の31億円の123％に当たるという極めて大きな金額になるというふ

うに推計されます。 

このように、例えばこの一宮町の37億円という数字は、ほぼ普通建

設事業費に充てる一般財源の額と同程度のものとなりますので、合併

しない場合には、それぞれ普通建設事業費で新たな建設事業を行うこ

とが非常に難しくなる。なおかつ通常の経常的なサービスについて

も、現在の水準を維持するのが非常に難しくなるということを示して

おります。 

なぜこのような、合併した場合としない場合と違いが出てくるかと

いうことでございますが、これにつきましては19ページをごらんいた

だきたいと思います。 

19ページには、財政面から見た主な合併効果が記載してございま

す。 

人件費の削減につきましては、先々会の会議におきまして説明をい

たしましたとおり、特別職や議員報酬などの削減が見込まれるという

ことで、これが約59億円見込まれます。 

それから、物件費につきましても、他の類似団体と比較しますと、

電算のシステムの維持費、いろいろなものの印刷製本費や委託料など

の削減で約31億円が見込まれるというものでございます。それから、

合併特例債への振りかえによる効果といたしまして、通常、自治体が

建設事業を行う場合には、一定の一部の経費を地方債という形で長期

借入金で行うわけですが、その借入金を合併特例債に振りかえること

によりまして、当該年度の一般財源を若干浮かすことができる。ある

いは、後年度におきまして、その借金の返済について国から交付税が

交付されるということがありまして、これが約32億円見込まれるとい

うものでございます。 

それから、普通交付税の合併補正等といたしまして、国から普通交

付税といたしまして７億7,000万円、それから、特別交付税といたし

まして４億7,000万円が合併の市町村に交付されます。 

それから、一番下の合併市町村補助金等といたしまして、これは

国・県から補助金が交付されるものでございますが、国から約４億

5,000万円、県から５億円という形でそれぞれ交付をされます。 

こういった合併効果、下の２つは、これは一時的なものでございま

すが、当然、合併後の財政事情がいろいろございますので、それに対

して交付されるというものもございますし、永続的に人件費や物件費

ということで、年月がたつに従ってより効果の発揮されるものという
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ものもございます。 

こういった合併による効果によりまして、引き続いて１市１町の地

域は均衡ある発展を図っていくことができるということになっており

ます。 

財政計画については以上でございます。 

 

事務局（渥美） 以上で建設計画の検討状況の報告を終わらせていただきますが、前

回、前々回と報告をさせていただきまして、いろいろ今意見をいただ

いております。特に都市構造図につきましての意見をいただいており

まして、次回、１月６日にはそうした御意見を反映したものをごらん

いただきたいと思っております。 

また、各部会長さん、それから副部会長さんにも最終の文言等のチ

ェックをしていただいておりまして、そういった意見も反映したもの

で、次回、１月６日に事前協議案という形で御協議をしていただきた

いと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

また、何か御意見がございましたらいただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

以上でございます。 

 

会  長    はい。 

 

鈴木委員（副会長）ちょっと私の方からお願いがございます。 

私の選挙公約でございまして、ボランティアバンクの立ち上げとい

うことを選挙の公約にいたしました。それはどういうことかという

と、少子高齢化社会に向かって年金の額が減ってくるだろう、それと

介護保険料が上がってくるだろう。これを最小限度にとめるには、相

互、互助等の論理によりまして、お互いに助け合っていこうと。この

組織の立ち上げでございます。 

例えば、私が健康なうちにボランティアをやります。そういたしま

すと、例えば、１時間ボランティアをやったとすると、その１時間を

預託しておきます。あるいは100時間ボランティアすると100時間預託

します。私がそうなったときにその時間を使うと。あるいは、私の親

の場合に、東京にいる、東京で使ってください、そういう全国的なネ

ットワークをつくろう、核をつくろうということで、本年度、研究を

いたしまして審議会を立ち上げまして、まず、人材の育成をしよう

と。こういうことで、来年度は人材育成費を少しながら予算に組み込

みます。そういうことで、福祉につきましてぜひともこういうことを

取り上げていただいて、予算化を私たちしていきますので、合併した
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暁には、そういう組織づくりの支援ということを中にひとつうたって

もらいたい。今、健福の方でこれを検討しております。これをぜひと

もお願いしたいと、こんなふうに思いますので、具体的なことにつき

ましては健康福祉課の方からも提案いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

以上でございます。 

 

会  長    今、町長さんからお話がございましたような形のものがまた随分お

ありかと思いますが、これはまた専門部会等で協議いただきながら、

市としても、ＮＰＯの事務局だとか、いろいろなことがいっぱいでき

上がっておりますので、またそういう中で検討して、いいものは取り

上げて進めていくというふうにしたいと思います。 

説明のありました内容について、報告事項につきまして、御質問や

御意見がございましたらこの場で御発言してください。 

これはまた事務局の方にも御質問していただいて、順次、６日まで

の間にもしていただいて結構でございますが、今、この場でありまし

たらお願いします。 

はい、どうぞ、竹生さん。 

 

竹生委員    こちらのプライマリーバランスの黒字化のところでございますけれ

ども、実際に１人当たりの地方債の残高というのがどんどん減ってく

るわけなんですけれども、恐らく特例債による返済の義務のないもの

もこの中に含まれているのかとは思うんですけれども、この返済の義

務のないものを除いた実質的な残高みたいなものが一体どのくらいに

なるのかというのが、もし、わかれば教えていただきたいのと、そも

そもその特例債はどの程度計画しておられるのか。財政推計における

特例債をどの程度計画しておられるのかというのをまたわかれば教え

ていただきたいなと思いまして、よろしくお願いいたします。 

 

会  長    これについては、一部、こちらの資料で財政計画の歳入・歳出の図

の中である面もあるかと思いますが、臨時財政対策債とか、いろいろ

ございますが、もうちょっと、こういうのが本当は後からくれるんで

す。それも入っているんですよね。数字のマジックというか、国が勝

手にこれは決めたことです。わかる範囲で。 

 

竹本幹事    幹事の方から御報告します。 

資料の17ページですが、地方債で18年度から27年度までの10カ年で

借りるのは287億円ですが、そのうち合併特例債は約127億円を想定し
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ております。 

それから、公債費の方が460億9,000万円というような形でございま

すが、ちょっと竹生委員の質問の趣旨がわからなかったんですが、こ

れを返すのは、これはあくまでも、当然起債というのは10年とか、

15年度か、これは政府系資金、あるいは縁故資金といいまして、例え

ば、信用金庫さんとか、市というのは銀行からも借りているわけです

が、そのときに、大体元利均等、あるいは元金均等、元金が均等な場

合と元利均等の場合があるんですけれども、そういったように計画で

返していくものですから、繰り上げ償還というものは考えておりませ

ん。例えば、20億円借りて、20年間で利息も含めて22億円返すのであ

れば、年間5,500万円ずつといったような形で自然に返していくよう

な想定でございます。 

なお、償還時期がきたものが全体で460億9,000万円あるというよう

な形で、そのうちの元金が下に書いてありますとおり、約380億円と

いうことです。ですから、住宅ローンと一緒で、今後返していくと。

新たな借金は余りしなくて残高が減るという、そういう組み立てでご

ざいます。 

それから、先ほど特例債127億円と申し上げましたが、これは建設

のための特例債が127億円で、あと、新たなまちづくりの基金のた

め、こちらの方に10億円充てる予定でおります。 

以上でございます。 

 

会   長   そういうことではなくて……。 

 

竹生委員    ちょっと私の言い方が悪かったんですけれども、残高というふうに

考えたときに、280…… 

 

会   長   だから、１人当たりのこの37万円とか、いろいろ数字が出ているで

しょう。この中で本当に返さなければならない借金というのがもっと

少ないのではないかと、こういうことなんです。だから、あなたの言

っているのは全然違う。 

 

竹本幹事    交付税で見ておられる分ということでしょうか。 

そうしますと、例えば、豊川市の一般会計で400億円ほどあるんで

すが、そのうちの60％は減税補てん債とか、例えば、臨時財政対策債

とか、元利償還金が交付税の需要額にカウントされるものです。です

から、普通会計で言いますと、400億の40％、約160億が純然たる借金

というふうに考えてもらえば結構だと思います。 
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竹生委員    恐らく一般の方がこの表を見ると、恐らく臨財の関係で平成９年か

ら急速に借金がふえたというイメージになると思うんですけれども、

ただ、実際にはその借金の残高としては載っていても、返さなければ

いけないお金というのはそのうちの何割かということで、例えば、知

らない人が見ますと、平成９年の水準にも戻らないのではないかとい

うふうに誤解をされてしまうものですから、その辺がもしわかるよう

な資料があると住民の方がわかりやすいのかなという、そういう意味

でございます。 

 

竹本幹事    交付税措置分を除いたということですね。また一度その辺も検討し

てみます。 

 

竹生委員    すみません。 

 

会 長     それは政府が勝手に、交付税であげましたよというのを、名前を、

この交付税は借金であげますよと。だから、借金の数値にしたわけで

すよね。したがってどーんとふえているわけで、これは過去、91年か

らずっと景気浮揚対策で、利息は上げますけれども、後からあげます

よ、あげますよと。あげますよというのが借金だよという名前で、地

方団体は大変何百億の負債という名前になっているのであって、これ

はもう、私に言わせれば大うそつきであって、こんなばかなことは許

されない。しかし、一般住民の方にしてみれば、それは借金ではない

かと。こういうふうに数値は出てくるわけであって、過去10年間、景

気浮揚という名前のもとにそういうことは各地方自治体がみんなやっ

てきたわけであって、なかなか一般の人はわかりにくいから、今言っ

たように40％ぐらいが大体返すんだろうなという概要はどこも変わら

ないということではないでしょうか。 

これはきっちりわかるわけですね。 

 

竹本幹事    交付税措置分ではカウントが出ています。 

 

会 長     また詳しいデータが出ると思いますので、よろしくお願いします。 

ほかにいかがでしょうか。 

はい、鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    ２点お伺いしたいんですけれども、この10ページの愛知県の役割で

すけれども、合併をした場合に、ほとんどこれは毎年要望事項に入っ
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て、総合有機センターの建設支援、これはまだそんなに毎年というこ

とではないと思うんですけれども、これは、合併をしたら愛知県とし

て強力な整備促進に事業費を投入していただける、そういう判断をし

てよろしいでしょうか。合併しなくても、これは当然いろいろ要望は

また、愛知県じゅうのバランスとして、道路整備、また環境整備は促

進をされると判断をしておりますけれども、この点、愛知県の役割と

して、大変失礼ですけれども、県の職員の方がお出でですので、その

点、もしお答えができたら、これは合併したらもう協力にこの事業は

県として推進していくんだというようなお考えで掲載をされてよろし

いと職員から説明がありましたけれども、その点、差し支えがなかっ

たらお答えをいただきたいのと、もう１点、17ページですけれども、

普通建設事業費の状況が過去３年間、一宮とトータルでこれは80億で

すけれども、合併をした場合に54億になるということですけれども、

当然私ども豊川市民として、豊川よりも道路整備、環境整備、またい

ろいろな整備の中でおくれているのは一宮の方へ予算を投入するのか

なという判断は若干できますけれども、いささかこの54億というのは、

トータルでは少し理解ができませんけれども、もう経費を削減してし

まうのか、どういうお考えなのか、特例債をここへ10年間で投入する

のか、その点のお考えがありましたらお聞きしておきます。 

 

会  長    まず、その前に市町村合併の問題の愛知県でどういう話になってい

るか、その経過について、事務局からまずお願いします。 

 

事務局（渥美）  それでは、愛知県事業の推進につきまして説明をさせていただき

ます。 

10ページに愛知県の役割というのがございます。ここのところに記

載されておりますように、以下に掲載する事業を実施又は検討してい

くことにより、新市のまちづくりを積極的に支援していただけるとい

うようなことで、今回、事前協議案としてこの内容のものを１月６日

に県へ出す予定をしております。結果的にこの文案でいいというふう

な形で県の方から御回答をいただければ、ここに書いてございますよ

うに積極的な支援をしていただけると、そういうふうに考えておりま

すので、よろしくお願いをいたします。 

事務局からは以上です。 

 

会  長    前回はこれでオーケーだったんですね。 

 

事務局（渥美）  前回もこういう表現でお願いをして、これでオーケーでした。 
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会  長    これでオーケーだったんですよね。だから、所長さんが転勤する前

なものですから、まだ余り詳しく聞いていないんだけれども、何か御

意見が……。 

はい、お願いします。 

 

夏目顧問    これにつきましては、幹事会の資料には細かいのがあるわけでござ

いますが、ちょっと私、幹事会の方へ出ていないものですから、その

資料を今手元に持っていないですが、先ほど鈴川委員が言われました

ように、当然県の事業として、これはもう予定に入っているものとか、

道路やなんかにおきましても、合併市町村間の連絡に必要なものであ

るとか、そういったものについては優先的に採択するとか、そういっ

たことはあるわけでございますが、この路線がそういったものにある

かどうかというのは、今資料を持ち合わせていないものですからお答

えできなくて申しわけないんですが、またこの回答についております、

建設の方の回答がありますので、また一度、事務局へ御確認をいただ

ければありがたいと思っておりますが。 

 

会  長    この路線がどこだというのは、これは私の会長としての立場から申

しますと、具体論はないわけですけれども、これは副知事を初めとし

て県の首脳は、こういうことですよね、ほかの地域がやっぱり合併し

なくて失敗した、本当に残念だというぐらいやりましょうよと、こう

いうことです。 

町長さん、そういうことだね。 

 

鈴木委員（副会長）それで結構です。 

 

会  長    町長もちゃんと聞いておりましたのでね。 

 

鈴川委員    期待しています。 

 

会  長    私は、副知事のみならず、責任ある立場の者からもきちんと確約を

聞いておりますので。県の支援というのはそういうことであって、言

葉を何回言ってくれても、お金をくれなければありがたくも何もない。

リップサービスではないというふうに思っておりますので、またこれ

からも、一応事務局からこの具体論について、これをまず６日までに

県の方へお願いするということで、こういった苦労をしながら、そし

てその壁を乗り越えたということになれば、私は、必ずよそからよく
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頑張ったと言われる、うらやましがるという言葉は適当ではないけれ

ども、それは当然じゃないですか。これは信用して頑張っていきたい

と思います。 

はい。 

 

鈴木委員（副会長）今、市長さんの言われたとおり、せんだって長谷川副知事さん、

森副知事さんにお会いしました。長谷川副知事さんが言われるに、や

る気のある町と手を携えて県はいきますと。やる気のない町は手を携

えることはなかなか難しいと、こういう表現をされました。今、市長

の言われたとおりです。私もこれは一緒に同席しておりますので、御

了解願いたいと、こんなふうに思います。 

以上でございます。 

 

会  長    所長では、言いたくても言えないところがあるのでね。 

ほかにございましたら。 

はい。 

 

竹本幹事    鈴川委員の方の問い合わせのあった17ページの方でございますが、

一番下に棒グラフがあるかと思います。豊川市が13年度からの３カ年

で、単年度平均69億円。実際、横が54億円になっておりますが、その

上の欄にちょっと数字が入っているかと思いますが、四角の中に10年

間の普通建設が539億。一宮町が100億円ですので、大体単年度43億円

に減るというような形になります。今まで69億円だったものが43億円

に減る理由でございますが、御存じのとおり交付税が臨時財政対策債

と合わせまして、16年決算見込みで約14億円減っております。それか

ら、来年度新たに臨時財政対策債、これが約24％ほど、豊川市でいう

と４億円ほど減らされるというような形になっています。この二つだ

けで大体18億円減るわけでございますが、通常ですと、普通建設をや

るのに一般財源が40％要ります。ですから、４億減れば10億円の事業

ができなくなってしまう。ですから、12億円減れば30億円できなくな

ってしまうというような構図でございます。ですから、仮に18億円減

ったとすると、40％の一般財源ですと45億円の事業ができなくなるわ

けでございますが、そちらに先ほど言いましたいろいろな合併特例債

だとか補助金、こういったようなものを充てて何とか豊川としては単

年度44億円ぐらい、一宮町としては約８億円から10億円ぐらい、これ

ぐらいを維持していこうと、そういったような考えでございます。 

ですから、通常ですともっと大幅に減りますし、恐らくことしの当

初予算でも、この普通建設というのはかなり減ってくるような形にな
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るのではないかというふうに推測がされます。そういった御理解でお

願いしたいと思います。 

 

鈴川委員    わかりましたけれども、ちょっとまたこの資料、このグラフだけで

は、私、個人的に理解をしかねますので、もう少し何か資料は出せま

すか。これはもう出せませんか。 

 

事務局（鵜飼） どういった内容かお教えいただければ、当然こちらで積算に使った

資料がございますので、何なりと事務局にお申し出いただければ、こ

ちらでお出しできるものは全部お出しするつもりでおりますので、事

務局の方へ何なりとお問い合わせいただければというふうに思います。 

 

会  長    これだけではわからないかもしれないですね。鈴川委員さんのみな

らず、みんなわからないかもしれないですね。国のやり方の変化が、

今後どういう形で出てくるかというところが、もうわかり切っている

わけですけれども、それによった数値を出していると思いますけれど

も、もう少し詳しくまた出してください。 

 

事務局（鵜飼） わかりました。 

 

会  長    ほかに。どうぞ。 

 

藤井委員    10ページの総合有機センターのことですけれども、前回の１市４町

のときにはこのままでよかったんですけれども、ことし法律が変わり

まして、11月までに畜産農家はすべて法による処理施設をつくってし

まいました。ですので、名前を変えてもいいかなと。例えば、選定種

何とかと変えるか、その辺はちょっと……。これは、畜産農家の方へ

選定種を持っていって処理するような施設にするのか、ちょっと事業

概要を変えた方がいいかなと思いますけれども。 

以上です。 

 

会  長    はい。 

 

事務局（渥美） 今いただきました御意見を専門部会の方で検討していただいて、ま

た幹事会でたたき台の方をつくら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    では、藤井さん、それでよろしいですね。はい。 
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ほかにございましたらどうぞ。 

はい、所長さん、どうぞ。 

 

夏目顧問    18ページの資料なんですが、この一番上のグラフの合併する場合の

形式収支が赤字になるというのはちょっと理解ができないんですが、

この前の方の資料を見れば、全部収支がとんとんになっているのにも

かかわらず赤字になると。それと、こういったものを市民に示すとい

うのは、何だ、合併しても赤字になってしまうのかと。いかがなもの

かなという思いがするわけでありますが。 

 

会  長    はい、鵜飼さん。 

 

事務局（鵜飼） 18ページの一番上の表につきましては、これは単純に歳入・歳出と

もそれぞれ見込まれる所要額を積み上げまして単純に差し引きしたも

のでございます。当然、各年度におきまして若干のばらつきが出ます

のでこのようなでこぼこが生じる形になっております。財政計画の本

編の方の表、14・15ページにつきましては、最終的に生じる赤字、黒

字分を普通建設事業費の欄で調整をしております。当然おっしゃられ

るように、赤字になるということは、もちろん赤字は出せるわけです

が、実際には赤字にならないように執行いたしますので、本編の方で

は普通建設事業費で調整をするという形で赤字が生じないようにして

ございます。こちらの方はあくまで単純に下の二つのグラフと比較す

るために、そういった調整を行わずに歳入、歳出を差し引きしたもの

と御理解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    何かあんまり希望が持てないね、これを見ていると。 

 

夏目顧問    ええ。これを見ると、もう住民は、そんなのだったら合併する必要

がないのではないかと。 

それと、普通建設事業で調整しているということなんですが、普通

建設事業というのは、それは確かに一般財源も要るわけでございます

が、国庫だとか、それから地方債だとか、そういったものが、当然、

起こそうと思えば起こせるわけですよね。それをこれだけ赤字になっ

ているということは、普通建設事業費だけで赤字になるということ

は、これだけ税収が落ちるということですよね。ちょっとこれは数字

的に理解できないんですけれども。普通建設事業だけを減らせばこれ

だけが、単年度で５億の一般財源がなくなるということだと思うんで
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すよね、これは。 

 

事務局（鵜飼） おっしゃられるとおり、普通建設事業費で行なう場合には、大体

40％ぐらいは地方債で、40％ぐらいが一般財源、残りが国・県の支出

金というような財源のスキームになっております。新市におきまして

も、大体これは単年度40億から50億ぐらいの一般財源が普通建設事業

費に充てられているというようなことになっております。そうします

と、例えば７億円、最も大きいところで、単年度の赤字で見ますと、

平成24年度で約５億円近くの赤字になっているわけでございますが、

これは顧問おっしゃられるとおり、一般財源の赤字ということでござ

いますので、５億円ぐらい一般財源で赤字が出れば、実際の事業費と

してはその倍ぐらい普通建設事業費が縮小するということになると思

います。そういったところの財源ももちろん含みまして前の方の財政

計画の本編の方は普通建設事業費を縮小させている状況になっており

ますので、実際この４億円赤字が出る年につきましては、実際10億ぐ

らい普通建設事業費が行なえなくなると。その分は、その年の普通建

設事業費が縮小するというふうに御理解いただければと思います。 

 

会  長    今、財源移譲の問題とか、いろいろな問題の中で、実際には地方自

治体の推移というのは激動の中にあるわけですけれども、もう少しわ

かりやすく何とか……。鵜飼君の話は難しくてよくわからない。 

 

事務局（鵜飼） この場合の、18ページの歳入・歳出というのは、概ね豊川市と一宮

町合併して新市で50億ぐらいの普通建設をやっていく場合というふう

に考えていただければ結構です。その場合に、例えば一番赤字ですと、

24年ですと、ちょっと数字が重なっていますけれども、マイナス４億

7,900万円単年度で赤字になるというのが出ているかと思います。一

番上の棒グラフの下のところ、「Ｈ24」の下に「－479」という数字が

あるかと思いますが、これが単年度、24年度赤字というふうになって

おりますが、では、前の方の表を見ていただくと、資料の15ページの

24年度の普通建設が38億と非常に減っているかと思います。これは、

先ほどやはり７億円ほどマイナスですとできないものですから、結局

は今、夏目顧問の方から赤字というふうに言われたんですけれども、

これは、50億やっていった場合に赤字ですよということで、この４億

7,000万円ほど財源が少ない場合には、このように普通建設を通常の

年の50億よりも約12億円ほど減らしているわけです。こういったよう

な調整をしておりますので、こちらの見方としては、あくまでも旧豊

川市のところへ大体40億ぐらい、一宮町のところへ10億ぐらいやって
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いった場合に、合併した場合、しない場合、国庫、豊川市と、そうい

ったような形でございますので、その辺の注記を加えさせていただき

ます。その赤字分が出た場合につきましては、建設計画の方では普通

建設の数字を50億から約12億削ったような形でやっているということ

です。 

大体50億の事業をやっていくためには、先ほど40％と言いましたの

で、一般財源は20億必要なわけですが、16ぐらいしかないと大体ここ

に書いてあります、15ページの24年度の38億ぐらいしかできないよ

と、そういうような形でございます。ですから、現実の建設計画は赤

字を計上しているわけではございません。わかりやすくするために、

豊川市と一宮町が単独で40億、10億、あるいは合併をした場合の収支

を見たような形でございます。 

仮にこういうふうにやっていった場合でも、まだ現在、豊川市には

財調とかそういうのがありますので、仮にこういうふうにやっても可

能は可能なんですけれども、あくまでもこれは見やすくするためにこ

ういったような形でグラフをつくったというふうに御理解をいただけ

ればと思います。ですから、実際の財政計画の数字は、このマイナス

が出ないような形でやっていきます。 

 

会  長    美崎さん。 

 

美崎委員    今の説明聞いてやっとわかる程度でございますけれども、一般の方

が見たら、これはさっぱりわからないと思うんですよ。だから、例え

ば、明記してくれると先ほどちょっと言われたけれども、例えば、毎

年50億でいくならばという注意書きを入れてもらうとか、毎年30億で

いく場合はこうですよという注意書きを入れていただければある程度

わかると思うんですが、一町民・市民が見て、これを即理解しろとい

うのは、ちょっと困難ではないかなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。 

 

会  長    市長がよくわからないんだから、それはわからない。だから、もう

少しね。あなたたちはわかっているかもしれないよ。鵜飼さん、県で

こんなことばっかり研究していたものでわかっているかもしれないけ

れども、市役所のレベルでものを言わないとわからない。もう一回。 

 

事務局（鵜飼）  いろいろ委員や顧問から御指摘いただきましたので、もう少しわ

かりやすいように修正を加えさせていただきたいと思いますので御理

解をお願いいたしたいと思います。 
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会  長    もう一回これはきちんとわかりやすく。中・高校生並みにやってく

ださい。 

ほかに何かありましたら。 

所長さんの言われたように、これをわからない人に出したら、これ

は夢も希望もないじゃないかということになりますからね。 

 

安藤委員    合併してまでマイナスだったらやらなくてもいいじゃないかという

ことになる。やっぱり住民説明会で住民説明できるようなものを。 

 

会  長    説明できる資料として、何も捏造するわけではなくて、わかりやす

く。せっかく大変な経費縮減を図れる状況を見ているんだから、プロ

集団としては、それはこれでわかるでしょうけれども、今、国のあり

方も大分、非常に大きな差がございますので、いろいろ考えてお願い

したいと思います。 

それでは、また、きょう決定ということではございません。報告事

項でございますので、ほかに御質問等がありましたらまた事務局の方

へひとつ御質問を投げかけてください。 

それでは、次の方に移りたいと思います。 

それでは、次回の提案の方ですね。よろしいでしょうか。 

 

事務局（鵜飼） それでは、次回の提案事項につきまして説明をさせていただきます。

資料は、本日の配付資料の20ページをごらんください。それから、同

じく配付資料の提案事項参考資料につきましても、こちらは１ページ

をごらんいただきたいと思います。 

提案事項(1)「地域審議会等の設置」についてでございます。 

合併特例法第５条の４第１項の規定に基づき、合併前の一宮町の区

域に地域審議会を設置する。 

設置については、次の「地域審議会の設置に関する協議」のとおり

とする。 

以下、「地域審議会の設置に関する協議」の全文が記載してござい

ます。重立ったところだけ説明をさせていただきます。 

第２条の設置期間につきましては、平成18年２月１日から平成23年

３月31日までとする。 

これにつきましては、合併年度及びそれに続く５年間ということで

ございます。 

それから、所掌事務、第３条につきましては、設置区域に係る新市

建設計画の変更及び執行状況、並びにその他新市の市長が必要と認め
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る事項に関し、市長の諮問に応じて審議し答申すること。 

２、設置区域に係る建設計画の執行状況及び審議会が必要と認める

事項に関し、市長に意見を述べること、でございます。 

組織、第４条につきましては、審議会の委員は、委員15人以内で組

織する。委員の構成につきましては、第２項に記載のとおりでござい

ます。 

それから、第９条の庶務のところでございますが、審議会の庶務

は、当分の間、設置区域の支所において処理するものとし、必要に応

じ本庁において連絡調整を行うというものでございます。 

前回の１市４町の協議の際にも、宝飯郡の各町に地域審議会を設置

するという協議結果になっておりますが、今回につきましても、一宮

町の区域に地域審議会を設置するという提案とさせていただいており

ます。 

次の参考資料の２ページにつきましては、合併特例法の地域審議

会、それから、地域自治区、合併特例区の概要の比較表が記載してご

ざいます。少々、地域自治区、合併特例区と、耳慣れない言葉でござ

いますが、地域審議会を含めまして、合併特例法ないし来年度以降の

合併新法に基づきます制度で、地域住民の意見を行政に反映させる制

度でございます。 

地域審議会、地域自治区、合併特例区ともそれぞれ基本的には合併

関係市町村の協議によって設置するものでございますが、合併特例区

につきましては規約を定め、最終的には知事が認可をするというもの

でございます。 

設置の単位といたしまして、地域審議会、それから地域自治区、合

併特例区とも、合併関係市町村の単位でしか設置がされないものでご

ざいます。 

それから、設置期間といたしまして、地域審議会と地域自治区、合

併特例区とも、基本的には協議で定める一定期間――失礼いたしまし

た。これは、設置期間の欄に「設置で定める」と書いてございます

が、「協議で定める一定期間」でございます。地域審議会と地域自治

区は協議で定める一定期間、合併特例区につきましては規約で定める

一定期間ということで、法律上は５年以内という期限がございます。 

それから、組織といたしまして、それぞれ地域審議会、地域協議

会、合併特例区協議会といった住民の方によって構成される、いわゆ

る附属機関を設置するというものでございます。 

地域自治区、合併特例区につきましては、事務所の組織として、地

域自治区につきましては「事務所の長に代え、区長を置くことができ

る。」、合併特例区においては、「区長を置かなければならない。」とい
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うふうになっております。 

それから、先進事例をごらんいただきますと、愛知県内では既に合

併したところ、現在、合併協議中のところを含めまして、地域審議

会、田原、赤羽根、以下一番下の田原・渥美町まで５例が地域審議会

を採用しております。 

地域自治区、合併特例区、合併特例法に基づく地域自治区や合併特

例区については採用の事例がございません。 

本地域におきましては、地域自治区や合併特例区は行政組織として

の側面が非常に強いわけでございますが、現在までの豊川市と一宮町

の行政の連携や地域の連たんを考えますと、新たな地域自治区や合併

特例区のような組織は必要ないのではないか。地域審議会におきまし

ても、新市建設計画の変更の際に協議が必要というような点につきま

してはどれも同じということで、現在の一宮町の役場を総合支所とす

るということから、必ずしも支所という形で事務の処理が可能である

ということから、改めて地域自治区や合併特例区を設置する必要がな

いのではないかということ、それから、先進事例におきましても、多

くのところはこの地域審議会を採用しているということから、本地域

におきましても一宮町の地域に地域審議会を設置するということで提

案をさせていただきます。 

続きまして、参考資料の３ページをごらんください。 

条例、規則等の取り扱いについてでございます。 

豊川市の条例・規則等を適用する。ただし、各種事務事業の調整方

針と関係する条例・規則等については、その調整方針を踏まえて規定

の整理を行うものとする、というものでございます。 

資料３ページには、現在の１市１町の例規の現況、本数が記載して

ございます。原則的には編入する市町村の例規は、編入合併の場合、

そのまま効力を有します。編入される市町村の例規は、すべてその効

力を失うということになりますが、旧市町に存在している公の施設

や、あるいは基金条例といった形で、新市において新しく設置条例が

必要になるもの、あるいは事務事業の調整方針を踏まえて個別に個々

の規定を修正する必要があるものというのがございますので、そうい

ったものにつきましては新市において所要の調整を行い、規定の整理

を行いたいというものでございます。 

これについては、基本方針のみを調整方針において確認していると

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。 

使用料、手数料等の取扱いについてでございます。 

使用料については、原則として現行のとおりとする。 
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ただし、行政財産、目的外使用料（電柱、電話柱等）、道路占用

料、河川占用料、都市公園占用料、公共用物占用料については、合併

時に豊川市の制度に統一する。 

手数料については合併時に豊川市の制度に統一する。というもので

ございます。 

使用料、手数料につきましては、大まかな区分が４ページの資料の

下の方に記載してございます。使用料は、主なものにつきましては、

いわゆる公の施設の使用料、公民館とか、図書館とか、体育館とかの

一般の住民の方が利用するものでございます。こういったものにつき

ましてはそれぞれの施設で運営方法が違っておりますし、今のところ

それに見合った料金収入ということになっておりますので、使用料に

ついては原則として現行のとおりとするというものでございます。 

ただし、行政財産の目的外使用料等につきましては、１市１町で共

通するものでございますので、これについては合併時に豊川市の制度

に統一するというものでございます。 

それから、手数料につきましては、主なものとしまして、窓口事務

の手数料がございます。これにつきましては、４ページに１市１町の

現況が記載してございますが、ほとんど違いはございません。下の２

件、印鑑登録証交付手数料の当初と再交付に係る部分についてだけ若

干異なっておりますが、これにつきましては、新市において豊川市の

制度に統一をするというものでございます。 

続きまして、５ページをごらんください。 

各種事務事業の取扱い。総務・企画関係事業、広報広聴関係事業に

ついてでございます。 

広報紙は、毎月２回発行することとし、内容や配布方法については

合併時までに調整する。その他の広報と広聴関係については、原則と

して合併時に豊川市の制度に統一するというものでございます。 

５ページ、６ページには、現在の１市１町の広報広聴関係事業の現

況が記載してございます。 

一番上には広報紙の現状が記載してございますが、豊川市は毎月１

日と15日の月２回の発行、一宮町につきましては月１回の発行という

ことになっております。広報紙を含めまして、基本的には豊川市の制

度に統一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。 

各種事務事業の取扱い。総務・企画関係事業、自治会・行政区につ

いてでございます。 

町内会、区長会の組織については、当分の間は現行のとおりとす

る。なお、新市において豊川市の連区制度を基本として組織体制のあ
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り方を検討するものとするというものでございます。 

現在の自治会の組織につきましては、資料７ページに記載のとおり

でございます。豊川市につきましては25連区142町内会、一宮町につ

きましては11の区長会がございます。これにつきましては、当分の間

は現行のとおりといたしまして、新市におきまして豊川市の連区制度

を基本としまして統一を図られるよう検討していきたいというもので

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。交通関係事業についてでございます。 

両市町で実施されている福祉バス等の公共交通機関の確保に関する

事業については、現行のまま新市に引き継ぐものとする。なお、新市

においては一層の地域内交流の促進と住民の利便性向上を目指し、バ

ス等対策協議会など、住民や有識者等で構成する検討組織を設置の

上、事業内容の検討を行うものとする。というものでございます。 

８ページには、豊川市、一宮町がそれぞれ行なっております公共交

通機関の確保に関する事業、豊川市の方は、いわゆる北部線のバス路

線、一宮町の方は福祉バス、ルートバスの２路線の現状が記載してご

ざいます。 

これらにつきましては、現状のまま新市に引き継ぐということでご

ざいます。なお、１市１町ということになりますので、新市におきま

してはさらなる利便性向上を目指して事業内容の検討をしてまいりた

いというものでございます。 

それから、９ページには現在の１市１町内の主な公共交通機関の路

線の状況が記載してございます。大きな太い色で線がつけてございま

すのが豊川の北部線、一宮町の福祉バスでございます。 

続きまして、10ページをごらんください。 

各種事務事業の取扱い。教育関係事業、(1)通学区域についてでご

ざいます。 

調整方針といたしましては、通学区域については現行のとおりと

し、その見直しについては地元の要望や地理的な要因等を踏まえ、新

市において必要に応じて調整するというものでございます。 

１市１町の通学区域の現状につきましては、11ページ、12ページに

それぞれ小学校、中学校の現状が記載してございます。 

通学区域につきましては、新市におきましても現行のとおりとして

いきたいと。ただし、地元の要望等ございましたら、必要に応じて新

市において弾力的な対応を考えていきたい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。 

23、各種事務事業の取扱い。教育関係事業、学校給食についてでご
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ざいます。 

学校給食は、新市においても現行のとおり実施する。給食費につい

ては、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。 

現在の調理方式、施設の規模等は、13ページに記載のとおりでござ

います。豊川市については、３つの給食センターにおいてセンター方

式で実施しております。一宮町につきましても、１カ所の給食セン

ターでセンター方式で実施をしております。 

それから、下段の方には、１食当たりの給食費の現状が記載してご

ざいます。それぞれ小学校、中学校ともごらんのとおりでございま

す。 

給食につきましては、新市においても現状の施設を生かして現行の

とおり実施をしていきたいと。給食費については若干豊川市の方が安

い現状にございます。これについては、合併時に豊川市の例により統

一をし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    次回の第５回目の協議会のときにまたこれを御審議いただくという

ことで、今、説明がございましたが、十分な討議が行なわれますよう

に、次回の資料の内容で御不明な点、御質問等がありましたら、次回

協議会までに何なりと事務局へ問い合わせをお願いしたいと思います。 

以上で議案審議は終了しましたが、その他の項目について事務局か

らお願いします。 

 

事務局長（伊藤） 次回、第５回目の合併協議会会議の開催につきましては、新年

早々、来年１月６日木曜日、午後１時半から。場所は、本日と同じ、

この協議会室でございます。御予定をお願いいたしたいと思います。 

なお、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

地域審議会等の設置についてを初め６項目の合併協定項目の協議と、

それから、皆様方から御意見をいろいろいただいておりますので、そ

の御意見を反映した新市建設計画の事前協議案の協議をお願いしたい

というふうに思っております。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

会  長    皆さん方から御意見いただいているというのはどなたの。 

 

事務局長（伊藤） 事務局にいろいろお寄せいただいておりますので。 

 

会  長    市民から。 
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事務局長（伊藤） いえ、委員の皆様方です。 

 

会  長    「委員の皆さん」と言ってくれないと、「皆さん」ってだれかしら

と思う。 

 

事務局長（伊藤） 失礼しました。 

 

会  長    言葉は正確に言っていただきたいと思います。 

以上、ちょうど時間が１時間半過ぎました。御協議、御慎重にいた

だきましてありがとうございます。また何なりと事務局の方に御意見

を寄せていただければ、さらに深まった議論ができるものと思いま

す。 

きょうはありがとうございました。 

以上で終わります。 

 

午後３時０８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１７年１月 日 

 

豊川市・一宮町合併協議会 

 

会  長 

 

署名委員 

 

署名委員 


