
 

 

 

 

 

 

 

 

豊川市・一宮町合併協議会 

会議録 

(第５回) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊川市・一宮町合併協議会



1 

豊川市・一宮町合併協議会第５回会議会議録 

 

日 時  平成１７年１月６日（木）午後１時２８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 

 

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） 
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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)「地域審議会等の設置」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)「愛知県事前協議にかかる新市建設計画の案」について 

５ 提案事項 

(1)「組織及び機構の取扱い」について 

(2)「慣行の取扱い」について 

(3)「公共的団体の取扱い」について 

(4)「補助金、交付金等の取扱い」について 

(5)「各種事務事業の取扱い 防災関係事業」について 

(6)「各種事務事業の取扱い 保健関係事業」について 

６ その他 

(1)合併協議会第６回会議について 

日時 平成１７年１月１８日（火）午後１時３０分から 

会場 一宮町文化会館 集会室 

(2)その他 

７ 閉会 



3 

会長（豊川市長） 皆さん、明けましておめでとうございます。 

新年明けた早々の会議ということで、まことにお忙しいと思います

が、全員御出席いただきました。本日が第５回目ということでござい

ますが、いろいろな会合が新年早々ございまして、いろいろなところ

で合併問題について議論が深まっていることを大変うれしく思いま

す。 

それでは、本日の議題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、委員15人全員御出席いただきましたの

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、美馬ゆきえさんと中野瑳紀子さんの御両名にお

願いいたします。 

それでは、本日の協議事項の当初の議題でございますが、前回の協

議会で提案を行いました「地域審議会等設置」についてを初め６件で

ございます。及び「愛知県事前協議にかかる新市建設計画の案」につ

いての合計７件について御協議いただくということでございます。 

初めに、協議事項(1)でございますが、「審議委員会等の設置」につ

いて御審議をお願いいたします。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） それでは、協議事項(1)「地域審議会等の設置」について説明させ

ていただきます。資料は、本日の会議資料の１ページ及び前回配付資

料の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)「地域審議会等の設置」について。 

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

するというものでございます。 

地域審議会の設置に関する協議については、大まかな要点だけ御説

明いたします。 

まず、設置期間としましては、平成18年２月１日から平成23年３月

31日までとするというものでございます。合併年度及びそれに続く５

カ年度ということになります。 

所掌事務につきましては、第３条、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長が必要と認める事項に関し、

市長の諮問に応じ審議し、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
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事項に関し、市長に意見を述べること。でございます。 

組織といたしましては、第４条でございますが、審議会の委員は、

委員15人以内で組織する。 

委員は、設置区域に住所を有する者で、次に掲げる者のうちから、

市長が委嘱する。 

公共的団体等を代表する者、学識経験者、公募により選任された者

でございます。 

少し条文が飛びますが、第９条といたしまして、庶務といたしまし

て、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。 

合併特例法に基づきます地域の意見を行政に反映する制度といたし

まして、地域審議会、地域自治区、合併特例区といった制度がござい

ますが、今回の協議におきましては、豊川市と一宮町のこれまでの行

政の連携や地域の連たん、一宮町役場を総合支所として活用するとい

うことが決定していること、愛知県内の先進事例等を考慮いたしまし

て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。 

以上でございます。 

 

会  長    今、概要の説明がございましたが、どなたからでも結構でございま

すが、質疑に入ります。お出しいただきたいと思います。 

はい、どうぞ。 

 

石黒委員    組織のところで、学識経験者でございますが、これらも設置区域の

住所を有する者と書いてあるんですが、それぞれ歴史と文化があるも

のですからそれでもいいと思いますが、どの程度の幅で学識経験者を

指名されるのか、ちょっとお伺いします。 

 

会  長    はい、事務局。お願いします。 

 

事務局（伊藤） 合併後も区域住民の声を施策に反映をさせる、きめ細かな行政サー

ビスを実現するために地域審議会を設けるということでございまして、

地域に密着をした課題が主な内容でございますので、そういった意味

合いから「設置区域に住所を有する者」とさせていただいております。 

また、先進事例におきましても、地域審議会の委員構成としまして

は「設置区域に住所を有する者」が中心になっております。 

なお、専門的な知識等につきましては、この審議会の設置要綱の第

８条にございます「審議会の意見聴取等」という条項がございます
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が、こういったところで専門家等の意見については聴取をしていただ

くことができるというふうに考えております。 

以上でございます。 

 

会  長    学識経験者についての答えでありますが、石黒委員さん、よろしい

でしょうか。 

 

石黒委員    はい、いいです。 

それで、もう１点。今たまたま８条のところで答えが出されたので

すが、「会議の進行上必要と認めた場合」というようなことが書いて

あるわけですが、できるだけ多くの意見や関係者の資料を提出しても

らった方がいいのではないかという意味で、「会長が必要と認めた」

ということについて、何か幅が狭くなってしまうのではないかなと、

こんなようなことを思っているのですが、ここら辺についてのお考え

をお伺いします。 

 

会  長    第８条についての御質問でありますが、事務局の方でお願いします。 

 

事務局（伊藤） 第８条の外部からの意見あるいは資料ということでございますけれ

ども、会長というふうに書いてはございますが、審議会を代表してと

いうことで、必要に応じて適宜いろいろな方の御協力を仰ぐ、あるい

は資料の提出を求めるということでよろしいかというふうに思ってお

ります。 

以上でございます。 

 

会  長   その他、ございますか。 

 

石黒委員    最終的には会長が要求をしてお願いを関係者にすることと思います

が、できるだけ多くの方の提案のあったものについては、ひとつ会長

さんが計らってお願いをしていった方がいいのではないのかなと、こ

のように提案をさせていただきます。 

 

会  長    審議委員の会長さんがどなたにということは決まっておりませんの

で、そういう議論があったということで、発足しましたらきちんと伝

達したいと思っております。 

 

石黒委員    ありがとうございました。 
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会  長    ほかにございましたら。 

はい、美馬委員さんどうぞ。 

 

美馬委員    ここを読ませていただきますと、「諮問に応じて審議し、答申」、あ

るいは「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」とあります。そこで、やっぱりこういった地域審議会というのは、

合併した場合には相当期待をされるものではないかと思うんですが、

この権限ですね。この地域審議会委員の委員というのは無報酬であろ

うかと思うんですが、この権限について、どんなものでしょうか。 

 

会  長    権限について先進事例等わかりましたら、どうぞ、事務局。 

 

事務局（鵜飼） まず、委員さんは、今、美馬委員は無報酬というふうにおっしゃら

れましたが、基本的には、地方自治法に基づきます附属機関というこ

とになりますので、報酬を支払うというのが原則になります。 

資料の２ページにございます地域自治区や合併特例区の地域協議会

や合併特例協議会というものにつきましては、これは「報酬を支給し

ないことができる」というのが条文に盛り込まれておりまして、法の

趣旨としては、原則無報酬という形になっております。 

それから、地域審議会の権限につきましては、法律上の位置づけが

地方自治法上の附属機関ということでございますので、執行機関ある

いは議決機関というものではございません。したがいまして、市長に

かわり市の事務を執行するとか、議決事項を議決するとかいった権限

はございません。しかし、正式な法律上の附属機関でありますので、

市長に対して意見を述べたり、あるいは諮問に応じて意見を答申した

りしたことは、当然執行機関としてはそれを尊重して事務を行ってい

く必要があるかと思われます。 

以上でございます。 

 

会  長    地域審議会の意見を聞かなければならないという規定はございます。 

 

美馬委員    わかりました。 

 

会  長    ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

ほかに御質疑がないようでございますので、採決に移りたいと思い

ます。 

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

それでは、協議事項(2)に移ります。 

「条例、規則等の取扱い」についての御審議をお願いします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（鵜飼） 協議事項(2)「条例、規則等の取扱い」についてでございます。 

資料は、本日の会議資料の４ページ、それから、参考資料の３ペー

ジをごらんください。 

調整方針といたしましては、「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。 

編入合併の場合は、編入する市町村の例規はそのまま効力を有し、

編入される市町村の例規は、すべてその効力を失うこととなります。

ただし、旧市町村に存在する公の施設の設置条例や基金の設置条例、

あるいは、新たに新市の例規として制定が必要となるものや新市の条

例におきまして旧市町村の条例を反映させるということで、一部改正

が必要になるというものございますので、調整方針にありますとお

り、基本的には豊川市の条例・規則等を適用すると。ただし、必要に

応じて条令の改正等の規定の整理を行うものとするということで提案

をさせていただきたいと思います。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいま説明が終わりましたが、本案に対する質疑に入ります。御

質疑ありましたらお出しいただきたいと思います。 

特に御質疑はないようですので、採決に入らせていただきたいと思

います。 

協議事項(2)の「条例、規則等の取扱い」について、原案どおり決

することに異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    異議なしと認めます。したがいまして、協議事項(2)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。 

「使用料、手数料等の取扱い」についてを御審議お願いします。 
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事務局、説明をお願いします。 

 

事務局（鵜飼） 協議事項(3)「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。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。 

両市町の手数料の現状につきましては、参考資料の４ページに記載

のとおりでございます。主に窓口業務に関する手数料について記載し

てございますが、ほとんど差はございませんが、一部豊川市の方が安

い手数料がございます。これらにつきましては、合併時に豊川市の制

度に統一をするというものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    今、説明が終わりました「使用料、手数料等の取扱い」について、

説明がありましたことにつきまして、何か御質疑がありましたらお願

いします。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    異議なしというお声がありますので、それでは採決に入らせていた

だきますが、原案どおりで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、原案どおりということで決定させていただきます。 

それでは、引き続きまして、協議事項(4)に移ります。 

(4)でございますが、「各種事務事業の取扱い 総務・企画関係事

業」についての説明を、事務局、お願いします。 

 

事務局（鵜飼） 「各種事務事業の取扱い 総務・企画関係事業」について説明をさ

せていただきます。 

総務・企画関係事業につきましては、(1)広報広聴関係事業、(2)自

治会・行政区とございますが、あわせて説明をさせていただきます。 

まず、(1)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
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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。 

参考資料の５ページから６ページにかけまして、現在、１市１町が

行っております広報あるいは広聴事業の概要が記載してございます。

それぞれ地域の特色を踏まえまして、さまざまな広報広聴活動を行っ

ておりますが、新市におきましては、豊川市の制度に統一をするとい

うものでございます。 

なお、広報紙につきましては、豊川市は月２回、一宮町が月１回発

行されておりますので、これにつきましては、新市におきましては月

２回発行されるということになるものでございます。 

続きまして、(2)の自治会・行政区について説明させていただきま

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

り方を検討するものとする。」というものでございます。 

参考資料の７ページにございますように、自治会の組織といたしま

しては、豊川市が25連区142町内会、一宮町が11の区長会を組織して

おります。これらにつきましては、合併後、当分の間は現行のとおり

として、自治会の活動に支障のないようにしていきたいというもので

ございます。ただし、新市として統一を図っていく必要がございます

ので、新市におきまして、豊川市の連区制度を基本として組織体制の

あり方を検討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    まず、広報広聴関係事業についてでございますが、広報関係につき

まして御意見を伺いたいと思います。広報関係、ございませんか。 

それでは、自治会、行政区についての方を御質問がありましたらお

願いします。 

はい、安藤委員さん。 

 

安藤委員    今、自治会、行政区の件でございますけれど、当分の間ということ

は、３年とか５年とかいうふうに区切られていくと思いますが、当分

の間というのは、どの期間を当分の間と申しますか。 

 

会  長    大体、当分の間というのはどのことを想定しているかということで

ございますが、それでは、事務局長。 

 

事務局長（伊藤） この場合の「当分の間」につきましては、合併をしましたらでき



10 

るだけ速やかにというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 

会  長    はい、安藤委員さん。 

 

安藤委員    速やかにということは、１年でも速やか、半年でも速やかというこ

とを言われますけれど。ですから、要するに一宮町については今11あ

りますので、これを３校区とか、３連区にするとか、そういうような

ことになっていくと思います。だから、速やかにといっても、「当分

の間」といえば、やはり３年ぐらいはこのままでいくのかなというふ

うに一般的にはとりますけれども、今まで３年とか５年とかいう期限

がありましたので、ですから、速やかにというと１年以内ぐらいのこ

とを言うのかということですが、どうですか。 

 

会  長    小学校は３つ校区ですね。 

 

安藤委員    恐らくそういう形でいくと３連区ぐらいになるのではないかなと想

像はしますけれども。 

 

会  長    安藤委員さんは何年ぐらいかかると思いますか。 

 

安藤委員    私は、速やかといえば１年以内のことを言うのかなというふうに思

いますけれども。「当分の間」と言うと、今までの例でいくと３年と

か５年というようなことを言われてきたわけですが、だから、当分の

間というのは、やっぱり最低３年ぐらいはこのままいくのかなという

ふうに感じたわけです。だから、「速やかに」というと、１年以内か

半年かというようなことになると思います。 

 

会  長    安藤委員さんがしゃべっている間にまとまったようですので、事務

局、それでは。 

 

事務局（伊藤） 自治区、町内会、区長会でございますけれども、これはそれぞれの

団体の持つ活動のものですから、基本的には地元の考え方をできるだ

け尊重したいという考えを持っておりまして、あえて期間限定をして

おりませんが、できるだけその辺は、新市になったら、いろいろな区

としての取り組みに支障を来さないように、できるだけ早く統一をさ

れたいというふうに思っております。 
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安藤委員    できるだけ早くですか。 

区会等でかけて決めるというようなことになっていくと思いますの

で、今これを決めるわけにはいかないでしょうから、できるだけ早く

ということで。わかりました。 

 

会  長    私が説明をちょっと申し上げますと、豊川の連区長さんの中には、

とても忙しいという人もおるし、365日、私は、これは１年間しよう

がないといってやってくれる人もいるわけです。 

一宮町を想像するのに、小さい大字単位でいえば、これはたまらな

いと言う人もおいでになるでしょうし、そういう事態になれば、連区

長さんお互いそれぞれ覚悟されてやっていただいているのが現状でご

ざいますけれども、小さい大字になると何か回り番みたいなところも

聞いておりますので、そうすると、やたら市役所に呼び出されてたま

らないわというようなことになれば、校区ごとに連区長という制度が

自然にでき上がってくるのではないかと。そうすると、安藤さんの言

うように、できるだけ早く、スムーズにと。 

 

安藤委員    わかりました。 

 

会  長    はい、美崎委員さん。 

 

美崎委員    一宮町には11大字あって、いわゆる行政委託料というものを出して

いるんです。豊川市さんの場合は行政委託料とか、その名前は違って

も、大字に対する均等割とか人員割とかいろいろありまして、豊川市

さんの場合は、例えばどういう方法でやっておられるのかお聞きした

いんですが。 

 

会  長    企画課長。 

 

企画課長（竹本） 豊川市の場合は、従前、やはり一宮町さんにもあったかと思いま

すけれど、納税貯蓄組合がありました。このときにある程度町内にお

金が入っていたものですから、それを補てんするような形で、地域活

動交付金だとか、あるいは、そのほかにも体育振興会、それから、交

通安全、そういったようなものに一定の交付金、補助金等を出すよう

な形をとっております。 

以上であります。 

 

美崎委員    わかりました。 
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会  長    ほかに御意見がありましたらお願いします。 

それでは、御意見がないようですので、採決したいと思います。 

御異議ございませんでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    御異議なしということで、したがいまして、協議事項(4)事務取扱 

総務・企画関係、このことにつきましては、原案どおりということで

決しさせていただきます。ありがとうございました。 

それでは、続きまして、協議事項(5)に移ります。 

「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。

説明を事務局、お願いします。 

 

事務局（鵜飼） 資料は７ページをごらんください。参考資料につきましては、資料

の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。 

現在、生活交通の確保といたしまして、豊川市におきましては、北

部地域に豊橋鉄道に委託いたしまして市内のバス路線を走らせており

ます。一宮町におきましては、健康福祉センターへの交通弱者への対

応策として、町内２つのルートの路線バスを行っております。 

これらにつきましては、住民の生活交通、生活の足として大変重要

な事業となっておりますので、現行のまま新市に引き継ぐものとする

というものでございます。 

なお、今後の高齢化の進展等を考慮いたしますと、なお一層の地域

内交流の促進、住民の利便性向上を目指す必要がございますので、新

市におきまして、新たな検討組織を設置の上、事業内容の検討を行っ

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    今説明のありました協議事項の(5)でございますが、御質問等あり

ましたらお願いします。 
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はい、美馬委員さん。 

 

美馬委員    バス等の運行なんですが、将来において、現豊川市、現一宮町間を

往来するような、そういったバスの運行等も考えられるのでしょうか。 

 

会  長    一宮町と豊川市を結んだ形のですか。 

 

美馬委員    そういうことです。 

 

会  長    それは当然考えるべきではないでしょうか。何か、事務局、私と違

った意見があったらどうぞ。 

 

事務局（鵜飼） 特にありませんが、新市におきまして検討する際には当然そういっ

た路線を検討の一つに挙げていく必要があるかと思われます。 

以上でございます。 

 

会  長    よくできましたと言ってはおかしいですけれど、そのとおりですよ

ね。それはどういう路線かということについては、東三環状線とか、

縦貫道とか、将来的に金沢の方の道路の構想とか、これは道路行政一

つとりましても、やっぱり今のままでいいということではないでしょ

う。だから総括的に考えると、やっぱりこれは検討課題だということ

で御理解いただきたいと思います。 

ほかにございませんか。 

では、御異議なければ、原案どおりで御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    では、異議なしということで決しさせていただきます。 

(6)の協議事項にそれでは移らさせていただきます。 

「各種事務事業の取扱い 教育関係事業」についてに移ります。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） 協議事項(6)「各種事務事業の取扱い 教育関係事業」についてで

ございます。 

(1)通学区域。 

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。 
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(2)学校給食。 

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。 

豊川市、一宮町、それぞれの通学区域につきましては、合併時は現

行のとおりとしていきたいというものでございます。 

なお、見直しにつきましては、地元の要望等がございましたら新市

におきまして必要に応じて調整をしていきたいというものでございま

す。 

それから、学校給食につきましても、現行のとおり、それぞれ、豊

川市におきましては３つの給食センターで、一宮町につきましては１

つの給食センターで、それぞれ共同調理方式、センター方式で実施し

ておりますので、この施設を活用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。 

なお、給食費につきましては、小学校、中学校とも豊川市の方が若

干安い現状にございますので、合併時に豊川市の例により統一をする

というものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    ただいま説明のありました教育関係でございますが、御質問等あり

ましたらお願いいたします。 

はい、山脇委員さん。 

 

山脇委員    学校給食費の件でありますが、豊川市の方が約15円安いですね。今、

食の安全が非常に叫ばれている時期でもありますし、地産地消の地元

野菜をというような観点から言いますと、安ければいいというもので

もなく、例えば、豊川ですと、地元の野菜は約13％しか使用していな

いですね。ですから、そういう意味からも、少しお金を出してもよい

食事をという面からいうと、一概に安ければいいというものでもない

かと思うんですけれども、その辺一度検討してからではどうでしょう

か。 

 

会  長    今、13％というのは、ひまわり管内の13％の食品を利用をしている

ということで、いろいろ検討させると、15％～16％ぐらいは、１万数

千人が食べるものの量的な問題が非常にネックになっていて、キュウ

リでも大きさが余りまちまちだとクラスで喧嘩になるわけですね。お

まえのはでかいとか、おれのはちっちゃいぞと。だから、同じサイズ

がそろうかどうか。こういう検討は、教育委員会にさせているわけで
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すが、私から答弁いたしますと、やっぱりできるだけ安心・安全の食

ということからいけば、目に見える地産地消という考え方はやっぱり

大事でございますので、これは、すぐというわけにはいかないが、現

状において双方とも継続的な形でとにかく合併時には行うと、こう書

いてあるわけですね。 

しかし、山脇委員さんのおっしゃるとおりでございまして、給食セ

ンターそのものも余り詳しくはよくわかりませんが、一宮町は古いん

ですね。そこで、これも新設しなけばならないという時期に来ている

と。特に衛生観念上、ドライ化という、やっぱりこれを必要とする時

代でございますので、今後つくるとしたらドライ化だということも教

育委員会に検討させておりますが、これも一宮町の方々だけでそれで

いいのかというと、東部地区と合同的なものの考え方をしていかない

と、今の豊川小学校の横にある給食センター、中部小学校の隣の給食

センターを含めて、これはドライ化していないということで、今の工

業団地にあるものはドライ化されているわけですけれども、こういっ

た面も総合的に研究していくことが大事だということで、今、山脇委

員さんのおっしゃったとおりのことも、当分の間のことは現状のまま

だということでありますけれども、将来的には必要ではないかなとい

うふうに、要望として……。 

 

山脇委員    値上げするというのはなかなか難しいものですから、こういう合併

の時期にこういうふうになったよ、一宮町に合わせるよということに

すると値上げもしやすいのではないかと。そういうことも考えて……。

ですから、合併は１年後ですから、それまでに検討したらどうでしょ

うかということですけれども。 

 

会  長    どうでしょうかって、皆さんの御意見が大勢ならそれでまた検討い

たしますけれども。 

はい、鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    地産地消のことは、今後、検討課題にしていただければ、それで私

はいいと思います。 

それと、この給食センターですけれども、豊川市の場合、調理能力

というのが、9,000、3,000、3,000で１万5,000食ですか。一宮さんの

場合が、これが3,000食ということで、豊川市の給食センター３カ所

で、これは十分調理能力があると思うんですけれども、本当にこの経

費削減だとか、いろいろな面を考えていきますと、例えば豊川で全部

やるというようなことも視野に入れてあるわけですか。豊川の３カ
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所、一宮の給食センターで、ということは、調理能力がはるかにオー

バーして、この調理能力というのは、市民、町民に対して災害が発生

した場合、余力を残しておくというようなことも理解はしております

けれども、ここら辺、経費削減ということを考えていかれるなら検討

をする課題が私はあると思うんですけれども、どうでしょうか。 

 

会  長    ここのデータには、これは保育園は入っていないんですけれども、

保育園というのも一宮町は給食を行っているということを含めて、事

務局から、そのことについて説明をお願いします。 

 

事務局（竹本幹事） では、事務局の方からお答えします。 

今、豊川市だけで１万5,000食ありますが、大体今、１学年1,300人

ほどですので、大体生徒・児童の方、１万2,000人ぐらいですので、

確かに余裕はあります。ただ、もともと学校給食センターが非常に老

朽化しておりまして、その折には保健所の方からこの学校給食セン

ターの建てかえを指導されていたわけでございますが、こちらがドラ

イ化が済んだ時点で、現在の二つの共同調理場についても、保健所の

方には、より安全な食の確保のためにはやはりドライ化を進めてくれ

というような指示がきております。そういったようなことも、これは

総合計画の実施計画でも検討課題となっているわけでありますが、で

すから、もし今後、仮に新しい枠組みの市となりましたら、一宮町と

豊川市の二つの共同調理場を合わせて、将来の生徒・児童の動向等を

見渡しまして新たなものをつくるというのが一番ベストではないかな

というふうに考えております。 

以上であります。 

 

鈴川委員    わかりました。 

 

会  長    そうしなければということだと思っております。 

 

鈴川委員    わかりました。 

 

会  長    値上げの話がどこかへいったんですが。 

 

（「値上げはいい」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    議長、副議長でまとまらないんだから、原案どおりでいいですか。 

それでは採決をとりますが、また議長の発した意見も当然の地産地



17 

消の名案でございますので、要望として受けておきたいと思います。 

それでは、原案どおりで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、原案どおりということにさせていただきます。 

引き続きまして、協議事項の７に移りたいと思います。 

協議事項７でございますが、「愛知県事前協議にかかる新市建設計

画の案」についての説明をお願いします。 

 

事務局（渥美） それでは、協議事項の７「愛知県事前協議にかかる新市建設計画の

案」について説明の方をさせていただきます。 

大変恐縮ですが、初めに正誤表と差しかえ部分というのがございま

すので、そちらの方の説明をさせていただきたいと思います。 

まず、正誤表の方をごらんいただきたいと思います。傍聴人の方の

資料にはもう修正したものをお配りしておりますので、よろしくお願

いをしたいと思います。 

まず、１としまして、第５回会議資料40ページをお開きいただきた

いと思います。 

主要事業の中の市民活動支援事業の３段目、「市民活動支援基金

（仮称）の創設」とございますが、前々回説明をさせていただきまし

たとおり、今回は、まちづくり推進事業ということで、「まちづくり

基金（仮称）の創設」ということで訂正の方をお願いしたいと思いま

す。 

それから、別添でお配りをいたしております参考資料、Ｈ17．１．

６の新市計画素案の方の30ページにつきましても同様の部分がござい

ますので、それの修正をお願いしたいと思います。 

それから、差しかえ部分ということで、１枚ぺラでお配りいたしま

した新市における愛知県事業の推進の部分でございますが、(2)新市

における愛知県事業の部分、網かけのところがございます。ここの部

分が、県との調整の中で、県の事業につきましては３つの区分がござ

います。実施する事業と整備に努める事業、それから検討していく事

業と、そういう３種類がございまして、実施する事業については

「何々の整備」という表現、それから、実施に努めていただく事業に

つきましては「整備の推進」という表現、それから、計画期間内に実

施に向けて検討していく事業につきましては「何々の検討」という表

現であらわすというふうになっております。前回お示しした内容につ

きましては、その部分が誤っておりましたので、今回正しい表現に直
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しまして県協議の方をしていきたいというふうに思いますので、差し

かえの部分、資料の31ページにつきましてはこちらの内容でお願いを

したいと思います。 

なお、本編の方の同様のページの部分、41ページにつきましても、

こちらの内容に変更したもので県協議をしてまいりたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

それでは、改めまして新市建設計画素案の説明をさせていただきた

いと思いますが、別添の参考資料、修正箇所が書いてございますの

で、そちらの方をごらんいただきたいと思います。 

それでは、別添の参考資料の新市建設計画素案をお開きいただきた

いと思います。表紙の裏に目次が載ってございます。 

１の「はじめに」から、７の「財政計画」まで、全体で７章の構成

になっております。 

１ページから３ページにかけまして、合併の必要性が述べられてお

ります。日常生活圏の拡大ですとか１市１町の結びつき、それから、

新しいまちづくりの可能性、新たな時代の自治能力の向上、それか

ら、将来の持続ある発展に対する懸念といったような内容で構成をさ

れております。 

２ページの上から２行目のところ、「山林の荒廃による環境の悪化

が危惧されている」という表現ですが、「環境の悪化」という、かな

りきつい表現があるので、ここはカットをしております。「山林の荒

廃が危惧されています」という表現に修正をさせていただいておりま

す。 

それから、４ページをお開きいただきまして、(2)としまして、計

画策定の方針がございます。 

これは、本計画が合併した後の新市を建設していくための基本的な

方針を定めており、その実現を図ることにより新市の速やかな一体化

を促進して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

示すものという位置づけの中、合併年度の17年度からこれに続く10年

度間の計画であることが記載されております。 

なお、今回、(4)としまして、計画策定に当たっての留意点が記載

されてございます。 

それから、５ページの新市の現況と課題でございますが、概況から

交通環境、人口動向、産業動向について、８ページまで載せてござい

ます。 

修正の箇所ですが、６ページの交通環境の部分で、各駅乗車人員の

伸び率のことですが、増加傾向に２カ所であるという表現がございま

したが、これは情報が少し古く、現在は、すべてのところが若干減少
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傾向だということなので、削除をさせていただきます。 

それから、民間のバス路線、前回、６路線ということでしたが、１

路線運行がやめているということで、５路線というふうに修正をして

ございます。 

それから、８ページの産業動向の部分ですが、一番上の産業構造の

ところは、下の前文にかかるということで、「①産業構造」という部

分を削除しております。 

それから、①の農業の部分で、「メロンやスプレー菊、大葉」とい

う表現を使っておりましたが、生産量の関係でメロンは10番目ぐらい

ということで、トマトやバラというものが多いということで表現を変

えております。 

それから、９ページから11ページにかけまして、新市の課題という

部分でございます。まちの特性のところ、ここも先ほどの農業の関係

の部分がございますので、「メロン」を取って「トマトなど」という

表現にしてあります。 

それから、下の社会経済情勢の変化への共通認識のところで、防災

にプラスして「防犯への対応」という表現を加えております。 

それから、一番下にまちづくりの共通の方向ですとか特性、アン

ケート結果等を見たまちづくりの主要課題が６つにわたって挙げてお

りまして、10ページ、11ページでその内容について述べてございま

す。特に11ページの最後の「住民の参加と協働によるまちづくりの推

進」の部分と網かけの部分が文章を加えたところで、より市民との協

働が欠かせないということ、それから、市民と行政がよきパートナー

となってそれぞれの役割と視点のもとで暮らしやすい地域づくりをす

ることが必要とされているというようなことが新たに加えてございま

す。 

それから、12ページからは、まちづくりの基本方針ということで、

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」と据える中で、まちづくりの目標を「安全で安心して健やかに暮

らせるまち」、それから、「豊かな自然と歴史を守り生かす共生のま

ち」、それから、「連携と協働で活力ある未来を築くまち」の３つを目

標としましてさまざまな施策を実施していくこととしております。 

それから、14ページからは主要指標の見通しということで、総人

口、目標人口ですが、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。コーホート要因法という方法を使いまして推計いたしま

すと、平成22年がピークになりまして、ほぼ横ばいあるいは減少傾向

が見込めますが、１市１町が一つになることによって、政策的な部分

も考慮しまして、減らないという考え方のもと、総人口約13万
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7,000人を目標としております。 

あとは、年齢三区分別人口と世帯数、それぞれ推計によって見込ん

だ数字が掲載してございます。 

次に(4)、16ページ、17ページをお開きください。 

新市の都市構造ですが、面的なゾーンと地域の顔となる拠点核、そ

れから、これらゾーンや拠点核を結びつけ、地域の結びつきを強化す

る軸によって構成してございます。 

17ページの新市都市構造図につきましては、委員の方からの御意見

をいただきまして若干、地域発展軸、右の上の方に伸びていく軸の部

分を少し広げるなどして修正を加えてございます。 

18ページからは、新市の施策といたしまして、18ページ、19ページ

におきまして重点プロジェクトというのを位置づけてございます。こ

れは、新たに新しい施設をつくるというものではなくて、これからの

基盤整備をしていくために、新市を特徴づけながらまちの活力を高め

る波及効果の大きな事業分を重点プロジェクトと位置づけまして、今

後の事業の推進を図っていくというものであります。 

また、こうした整備に当たっては、地域再生計画などの積極的な活

用を図る中で均衡ある発展を図っていくことと位置づけております。 

プロジェクトとしましては、都市基盤整備プロジェクト、生活環境

整備プロジェクト、健康福祉増進プロジェクト、自立協働連携プロジ

ェクトというような４つのプロジェクトが位置づけてございます。 

それから、20ページから30ページにわたりまして分野別の主要施策

が位置づけてございます。これは、６つの先ほどの課題に対応したそ

れぞれの分野ごとの施策になっております。 

初めに１の「誰もが安全に、安心して暮らせるまちづくり（安全安

心）」でございますが、上水道の部分を部会長からの意見を受けまし

て全面的に文章を変更しております。 

また、21ページのごみ減量化推進事業の「リサイクルセンター」と

いう表現を「資源化施設」という言い方に、あるいは水環境創造事業

の「雨水浸透式雨水桝の設置」を「雨水浸透事業」というように表現

を修正しております。 

それから、22ページ、23ページにかけまして、「住みなれた地域で

健やかに、笑顔で暮らせるまちづくり」ということで、健康福祉の事

業が位置づけられております。 

23ページ下の方、地域福祉医療の充実の部分に「ボランティアバン

クの創設検討」という事業を新たに位置づけました。 

それから、24ページから25ページにかけまして「充実した生活基盤

の中で快適に暮らせるまちづくり」ということで、主要事業の真ん



21 

中、先ほども話題になりましたが、公共交通手段の充実の中でコミュ

ニティバスの運行検討等も位置づけております。 

それから、26ページから27ページには、教育文化の「一人ひとりが

輝き人間らしく暮らせるまちづくり」の事業分が位置づけられており

ます。学校教育の部分、網かけの部分が追加になっております。 

それから、主要事業の中で教育内容の充実事業。前回、コンピュー

タ等を活用した情報教育の充実と少人数学級の拡充という二つが挙げ

てあったのですが、専門部会長からの意見を受けまして、学級運営支

援事業、これが少人数教育事業のことですが、それと、学びとふれあ

い子ども教室事業。これは、夏休みに子供と大学生等がふれあいなが

らお互いに相互成長し合う、学び合うという事業で、ことしから豊川

市の方で始めた事業であります。 

それから、文化財保護保存事業の部分で、「文化財保存対策の充

実」が新たに加えられました。 

28ページが、5)の「地域の活力が魅力につながる元気なまちづく

り」ということで、「道の駅整備の検討」というのが観光施設整備事

業の中に新たに加えてございます。 

それから、総合有機センター、「仮称」というのが入っておりませ

んでしたので「仮称」を入れたことと、前回、委員の方から総合有機

センターの名称につきまして御指摘をいただきましたが、確認をした

ところ、こういった表現で問題はないという専門部会長の意見でござ

いましたので、そのままの名称で載せてございます。 

29ページから30ページにかけまして、「市民、地域とともにつくる

協働のまちづくり」という部分で、市民活動の部分を大きく修正して

おります。 

なお、消した文章の中で若干古い表現の部分がございましたけれど

も、最終的にはこの部分は削除されますので、細かな説明は省かせて

いただきます。 

それから、30ページにいきまして、ケーブルテレビを利用した「情

報提供の検討」ではなくて、「行政サービスの検討」というふうに修

正をしてございます。 

31ページには、新市における愛知県事業の推進ということで、この

内容については、先ほど差しかえの表現に直させていただきながら、

一番下の総合有機センターの部分で「用地決定に伴う」という表現を

県の方の指摘で加えてございます。 

それから、６の「公共施設の統合整備」につきましては、１市４町

のときの建設計画と全く同じ内容になってございます。 

事務局（鵜飼） それでは、続けて財政計画について説明の方をさせていただきます。 
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財政計画におきましては、本日お配りをいたしましたＡ３、２枚の

財政計画参考資料というのをごらんいただきたいと思います。 

前回配付をさせていただきまして、委員の方から幾つか御意見をい

ただきましたので、その点を修正いたしまして、今回改めて提出をさ

せていただきます。 

変更のあったところを簡単に御説明させていただきたいと思いま

す。 

まず、１枚目の右側上のグラフ、地方債残高の推移についてでござ

いますが、竹生委員から、交付税措置のある起債について、別書き、

あるいはこのグラフの中にわかるように示してはどうかという御意見

をいただきましたが、この豊川市、一宮町の両地域が将来的に不交付

団体になるという可能性も全くないわけではない、否定できないとい

う面もございます。それから、過去、国の公共事業あるいは地方財政

の収支が不足しているといったことから赤字地方債をかなり発行して

きております。そういった点の反省も踏まえまして、今後は交付税に

頼らない財政運営というものを自治体として、この地域におきまして

は特に考えていかなくてはいけないのではないかという観点から、こ

の表につきましては、このままの「１人当たりの地方債残高の推移」

という形で、交付税措置を示さずにこのままの形でいきたいというふ

うに考えております。 

なお、実際には交付税措置のある起債というのが、全体の残高のう

ち45％ぐらいは交付税措置があるというふうに現在のところ試算され

ます。これは、合併特例債や臨時財政対策債の発行によりますと今後

はもう少し上昇するということも予想されますけれども、このグラフ

におきましては、これだけ地方債の残高があるということで、これを

将来に負担を残さないためにも減らしていく必要があるということで

このままの形のグラフとさせていただきたいと思います。 

それから、その下のグラフでございますが、普通建設事業費の状況

でございます。これにつきましては、過去３年の平均事業費と、前回

の資料では合併した場合の10年間の平均事業費のグラフの対比になっ

ていたかと思います。どうしてこれだけ減ってしまうんだという御意

見がございました。 

主な理由としまして、普通交付税、臨時財政対策債、いわゆる実質

交付税が平成15年から平成16年にかけまして、豊川市で申し上げます

と47億6,000万円から34億円へ、一宮町が８億9,000万円から７億

4,000万円という形で大幅に減少しております。そういったことか

ら、今回のグラフにおきましては、平成17年の事業費見込みというこ

とで、まだこれは予算編成の最中でございますけれども、あくまで現
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段階の見込みということで御理解いただきたいと思いますが、豊川市

が36億円、一宮町が６億円という形で、平成17年度におきましては既

にこれだけ事業を縮小するというような状況が考えられます。 

合併しない場合には、さらに平成18年度、平成19年度と交付税が削

減された場合には、さらにこの数字が少なくなるということも予想さ

れます。このように、間に一つグラフを追加させていただきまして、

過去３年、それから平成17年度、現在の状況、それから合併した場合

の状況といった形のグラフにさせていただきたいと思います。 

それから、１枚おめくりいただきまして、合併しない場合の財政推

計でございます。前回は、合併する場合、合併しない場合の財政推計

が、３つグラフが並んで記載してあったかと思いますが、左側に合併

しない場合の推計、右側に合併する場合の推計を記載させていただい

ております。 

この推計におきましては、それぞれ合併しない場合におきましては

豊川市が普通建設事業費を単年度40億円に固定した場合の推計がある

こと、一宮町が普通建設事業費を単年度10億円に固定した場合の推計

であること、合併した場合には、合併しない場合との比較を行うため

に普通建設事業費を単年度50億円に固定した場合の推計であるという

ことをグラフの表頭のところに記載をさせていただいております。 

それから、合併する場合の推計におきまして、合併年度以降５～６

年度のあたりが、前回の資料ですと形式収支の赤字がかなりふえてお

りまして、最終的に累積赤字でも赤字になるようなグラフになってお

りました。これにつきましては、金額的に赤字の金額がこれだけある

のはという意見もございまして、前回の資料では普通建設事業費を豊

川市におきまして単年度40億円でございましたが、18年度、19年度に

おきましては、それぞれ50億円、45億円という形で、合併の初年度あ

るいは２年度目に重点的に行うということで事業費を積みました部分

がございました。それにつきましては、それを削減いたしまして、単

年度あくまで40億円という形に修正をさせていただきました。なおか

つ、豊川市の方で財政調整基金を若干取り崩すということで調整をさ

せていただきまして、今回、合併する場合の推計におきまして、ごら

んのとおり、累積収支をごらんいただきますと黒字基調が続くという

ようなグラフとなっております。 

それから左側の下のところに、このように合併しない場合に財政推

計で非常に収支が悪化する理由、どうしてこれだけ急に財政収益が悪

くなってしまうんだというような御意見もございましたので、主な要

因といたしまして、普通交付税、臨時財政対策債を含んだ実質交付税

の状況を記載させていただいております。これ以外にもいろいろ財源
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が縮小する要因はあるわけでございますが、当然それにあわせまして

は人件費の削減や建設事業の縮小といった歳出削減の取り組みを第一

にやっていく必要があるかと思います。 

また、それを行った場合でも、過去の決算の推移を見ますと、公債

費や扶助費あるいは補助費といった部分でなかなか削減が難しい経費

もございますし、今後、明らかにそういった部分で増加が見込まれる

経費というのもございます。 

そういったところも踏まえますと、合併しない場合には、主に普通

交付税の減少の影響でこういった収支の悪化が見込まれるというよう

な記載をさせていただいております。 

それから右側の下の方に「財政面から見た主な合併効果」という表

がございます。この中の上から３つ目、合併特例債への振りかえによ

る効果、それから４つ目の普通交付税の合併補正、５つ目の合併市町

村補助金等のところで、内訳の欄に合併特例債の発行予定額ですとか

発行可能額、あるいは普通交付税、特別交付税の内訳、国・県の補助

金の内訳を記載させていただいております。それから一番下のところ

に計の欄を設けさせていただいております。 

財政計画については以上でございます。 

事務局（渥美） 大変急いだ説明で恐縮でございますが、以上で新市建設計画の説明

とさせていただきます。 

本日、県協議、事前協議の計画案をお認めいただけましたら、本日

中にでも県に本案を提出し、１カ月弱かけまして事前協議を終え、修

正等を行い、予定としましては１月31日の第７回の協議会にて本協議

会(案)としての御審議を再びお願いすることになりますので、よろし

くお願いいたします。 

説明は以上でございます。 

 

会  長    説明が終わりました。 

年末から急いだのは、この事前協議に係る新市建設計画の提出案件

が、県の方がどうしても事前協議に時間がかかるということで急いで

きたわけでございます。 

今、説明のありました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。 

ほかにないようですが、よろしいでしょうか。 

御意見がないようですので、それでは採決を行います。 

協議事項７「愛知県事前協議にかかる新市建設計画の案」について

は、原案どおり決することに異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    御異議なしと認めます。したがいまして、協議事項の７の項につい

て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、提案事項に移ります。 

本日は、６件の項目について提案させていただいておりますが、提

案事項１「組織及び機構の取り扱い」についてから、提案事項６の

「各種事務事業の取り扱い 保健関係事業」についてまで、一括して

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（鵜飼） それでは、提案事項につきまして(1)から(6)まで一括して説明をさ

せていただきます。 

資料につきましては、本日の会議資料の47ページ、同じく、本日の

会議資料、提案事項参考資料の1ページをごらんください。 

提案事項１「組織及び機構の取扱い」について。 

「新市の組織・機構は、市役所及び総合支所を骨格とし、次の方針

に従い整備するものとし、具体的な組織機構については、合併時まで

に両市町の長が別に協議して定める。 

(1)総合支所の組織については、住民サービスに急激な変化を来す

ことのないよう配慮する。 

(2)出先機関は当分の間、現行のまま存続する。 

(3)具体的な組織機構は、次の方針に基づき整備する。 

・市民にとってわかりやすく、市民の声を適切に反映することがで

きる組織機構、簡素で効率的な組織機構、行政課題に迅速かつ的確に

対応できる組織機構というものでございます。 

既に新市の市役所の位置、及び一宮町の役場を総合支所として活用

するということが決定しております。合併時までには、今後、具体的

な内部組織を検討していく必要がございます。ここでは、内部の組織

を検討していくに当たっての基本的な方針を御協議いただくものでご

ざいます。 

市役所及び総合支所を骨格として１から３まで掲げてあります基本

方針に基づきまして今後検討をしていきたいというものでございま

す。 

なお、この調整方針(案)につきましては、１市４町の際の調整方針

と全く同文とさせていただいております。 

参考資料の１ページ、２ページにつきましては、現在の１市１町の

事務組織が記載してございますので、参考にしていただければと思い

ます。 
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続きまして、提案事項の２「慣行の取扱い」について説明をさせて

いただきます。 

「慣行の取扱い」について。 

「市章、市民憲章、市の木・花・宣言は、豊川市の例による。」と

いうものでございます。 

参考資料３ページには、現在の両市町の市章、町章、市町の木・

花・憲章・宣言を記載させていただいております。これにつきまして

は、編入合併であることから、豊川市の例によるというものでござい

ます。 

続きまして、提案事項の３「公共的団体の取扱い」についてでござ

います。 

「公共的団体については、新市の速やかな一体性を確立するため、

各団体の実情を尊重しながら、統合整備に努める。 

(1)両市町に共通している団体は、合併時に統合するよう調整に努

める。 

(2)独自の目的を持った団体は現行のとおりとする。」というもので

ございます。 

資料の4ページには、主な公共団体の例示が記載してございます。 

基本的には、それぞれの団体におきまして、合併の必要性を検討し

ていただきまして、合併する、しないを調整していただくということ

になるわけでございますが、市町村といたしましても、それに協力し

ながら統合整備に努めていく必要があるという基本方針をここで確認

しているものでございます。 

続きまして、「補助金、交付金等の取扱い」についてでございま

す。 

「補助金、交付金等については、従来からの経緯、実情等に配慮

し、調整するものとする。 

(1)両市町で同一、同市の補助金、交付金については、新市移行

後、速やかに関係団体等の理解と協力を得て、統一の方向で調整す

る。 

(2)両市町独自の補助金交付金については、従来の実績を尊重し、

新市移行後、市域全体の均衡を保つように調整する。 

(3)整理統合、あるいは廃止できる補助金等については統合、廃止

の方向で調整する。」というものでございます。 

参考資料の５ページから９ページまでにつきましては、現在の両市

町の主な経常的な補助金、交付金を記載してございます。 

なお、この調整方針におきましては、１市４町の協議結果の文章と

全く同文とさせていただいております。 
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戻りますが、先ほどの公共的団体につきましても、１市４町の際の

調整方針と全く同文となっております。 

５ページ以降、両市町の補助金が記載してございますが、若干補足

で、７ページをごらんいただきたいと思います。 

参考資料の７ページに、商工観光分科会に関する補助金としまして

商工会の補助金が記載してございます。一宮町の方でごらんいただき

ますと、町商工会補助金の下に、町商工会電灯料補助金142万円とい

う記載がございますが、豊川の方をごらんいただきますと、街路灯維

持費補助金と記載してございまして、これは一宮町の方も同じく街路

灯の維持費の補助金ということでございますので、念のため申し上げ

させていただきたいと思います。 

続きまして、「各種事務事業の取扱い 防災関係事業」について説

明をさせていただきます。 

参考資料は10ページになります。 

「各種事務事業の取扱い 防災関係事業」について。 

「地域防災計画については、新市において速やかに策定するものと

する。 

防災行政無線（移動系）の運用については、当分の間は現行のとお

りとし、関係機関と協議の上、新市において総合利用ができる体制を

検討するものとする。 

防災行政無線（同報系）の運用については、当分の間は現行のとお

りとし、災害危険地域など、必要な地域の整備や現行機器の更新など

の取り扱いについては、関係機関と協議の上、新市において検討す

る。」というものでございます。 

これにつきましても、文章は１市４町の協議結果と全く同じ内容と

なっております。 

10ページには、地域防災計画の概要、参考法令、11ページには、現

在の防災行政無線、移動系、同報系のそれぞれの状況が記載してござ

います。 

豊川市の方はデジタルの移動系、一宮町の方は移動系とそれから同

報系の防災行政無線を設置しております。これにつきましては引き続

き新市において活用していきたいというものでございます。 

続きまして、提案事項の６「各種事務事業の取扱い 保健関係事

業」について説明をさせていただきます。 

参考資料は12ページをごらんください。 

「新市における老人保健事業については、原則、現行のとおりとす

る。ただし、現在、両市町のうち、一方の市町のみで実施されている

検診については、新市において関係機関の協力を得て、市域全体で実
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施するよう調整するものとする。また、個人負担金についても、新市

において受益者負担の原則を基本に、関係機関の協力を得て、速やか

に統一するよう調整するものとする。」というものでございます。 

資料12ページには、各種検診の現況が記載してございます。これら

は老人保健法に基づきまして老人保健事業として実施されているもの

でございますが、それぞれ豊川市と一宮町を実施しておりますが、一

部それぞれ未実施の検診もございます。あるいは個人負担金について

も若干の違いがございます。 

これらについては、それぞれ医師会、あるいは集団検診の検診業者

に委託して実施しているわけでございますが、それぞれ委託単価も異

なっておりまして、委託先も違っておりますので、新市におきまして

は、当分の間、現行のとおりといたしまして、速やかに未実施の部分

については新市で統一して、市域全体で指定できるよう調整を図って

いきたいというものでございます。 

これについては、それぞれの地域の住民がそれぞれどちらの市町で

も受診することが可能になりますので、利用の幅が広がるということ

で、住民にとってメリットのあることであろうと思います。受診者の

個人負担金につきましても、委託単価がそれぞれ違っている現状にご

ざいますので、新市におきましてそれぞれの関係機関の協力を得て速

やかに統一できるよう調整を図っ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    第６回の会議の協議事項について事前に提案がありましたが、これ

らの項目は次回にご協議いただくものでございますが、十分な討議が

行えますように、資料の内容でもしご不明な点がありましたら、ここ

でお出しいただきたいと思います。きょう読まれて、その協議の次回

の間に何なりと事務局へ問い合わせいただいても結構でございます。 

はい、戸河里委員さん。 

 

戸河里委員   公共団体の取扱いについて、商工会と商工会議所の問題でございま

すけれども、４ページの調整方針の中で(1)と(2)のことについてちょ

っとお尋ねをします。 

項目の中には９つの組織、団体があるようですが、その中で、商工

会議所と商工会の問題について説明をいただきたいと思います。商工

会議所と商工会の組織の全体の相違等について説明をいただきたいと

思います。 

商工会議所と商工会では内容に大きな差があると思いますので、商
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工会にはまた大きな企業の方もうちの方は参加していただいておりま

すけれども、また一方、小規模事業者も数多く加入をしておられま

す。そうした小規模事業者の方々が、今、商工会を大変利用していた

だいているわけでありますけれども、経営の指導や確定申告とか金

融、労働関係につきましても指導しているところでございますけれど

も、この問題で、(1)の方の「合併時に速やかに統合する」というの

はちょっと難しいような感じがいたします。また、(2)の「目的を持

った団体は現行のとおりとする」とありますが、これはどちらに入る

か、ちょっとお尋ねをしたい、このように思うわけです。 

 

会  長    事務局、お願いします。 

 

事務局（鵜飼） 商工会議所と商工会の細かい組織の違い等につきましては、あいに

く今事務局では資料を持ち合わせてございませんので、次回提出でき

るように準備をさせていただきたいと思います。 

それで、今回のこの公共的団体の取扱いにつきまして、(1)と(2)と

いうふうに記載してございますが、どちらに当たるのかというような

こと、それから、すぐに統一するのは難しいのではないかという御意

見であるわけですが、法律の話を申し上げますと、商工会は当然商工

会法に基づきまして、商工会議所は商工会議所法に基づきまして設置

をされておりまして、それぞれ、商工会議所というのは市の区域を区

域とする、商工会は１つの町村を区域とするというふうに法律で決ま

っております。したがいまして、通常は当然１市町村に１つの商工会

議所、あるいは商工会が設置されるということになります。市町村の

合併が行われた際に、ではどうなるかということでございますが、実

際には商工会議所、商工会の統合が行われるまでの間は、１市町村内

に複数の、商工会議所、商工会が存在するということになります。統

合の期限、法律上１つということでございますので、統合の期限とい

うのは法律があるかと申しますと、これは、法律は、特にいつまでに

統合しなければいけないという期限はございません。市町村合併が行

われた先進事例を見ましても、実際には商工会と商工会議所の統合が

行われているのはごくわずかというふうに聞いております。実際のと

ころは、それぞれの商工会議所が存続をしているというのが実情とい

うふうに聞いております。 

ただ、法の趣旨からは、速やかに統合が行われるべきだというふう

には考えられます。法律の位置づけは以上でございます。 

 

会  長    戸河里委員さん。 
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戸河里委員   その場合、速やかに統合しなくても商工会も存続はできるというお

話でございますけれども、例えば、編入統合をするまでの間につきま

して、今、町の方から補助金をたくさん受けているわけでございます

けれども、これらについて、この間、補助金等を受けれるかどうか、

この点について御質問をしたいと思います。 

 

会  長    事務局。 

 

事務局（鵜飼） それぞれの団体が存在しておれば、新市におきまして複数の団体が

あった場合にも、それは当然、商工会、商工会議所に対しましてそれ

ぞれ補助金を交付するということになろうかと思います。 

ただ、今回の補助金交付金の取り扱いの調整方針でも提案をさせて

いただいておりますが、当然、同一ないし同種の補助金というのは新

市において統一をするように調整をしていくべきであろうと考えられ

ますので、補助金基準何かにつきましては、できるだけ速やかに統一

を図られるよう調整をしていく必要があろうかと思います。ただ、一

方の補助金、商工会が二つ存在しているからといって、片一方がなく

なるよということはないと思われます。 

以上でございます。 

 

会  長    ほかに御意見がありましたら。 

鈴木委員さんの方からお願いします。 

 

鈴木委員    ただいまの戸河里さんの御質問の件で、商工会議所と商工会という

のは基本的に運営の基盤が違うということがございます。商工会議所

の場合には、会員の100％をその会費でもって運営をしているという、

自主財源でもって会議所運営をしているわけです。そのほかの事業で

何かやるときには、それに見合う程度の補助金のいただけるものは補

助金をいただきますけれども、そういう事業がない場合には一切補助

金はなしで、自主財源で行っているのが会議所であるわけです。とこ

ろが、商工会というのは、これは県の管轄になりまして、ほとんど九

十何％補助金でやっている。それから職員が100％県でもって異動を

させるというような状況の中で、県職員と同じ給与ベースの中で職員

が働いているわけなんです。 

そういうことですので、補助金がなかったら商工会は成り立たない

というような現実であるわけなんです。ですから当然、合併をしたと

きには､新市でもって商工会に対する補助金というものは当然考えて

おいていただかないと、商工会はそこで消滅をするということになり
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かねないわけです。合併をするということになりますと、会議所の場

合と商工会の場合と会費が全然違うわけです。そういうことですの

で、じゃ商工会の会員が即商工会議所の会員になれるかといいます

と、そこで会費が上がってしまいますので、そんなものはもうやめて

おけということになってしまいますので、結局、商工会は成り立たな

くなるのではないかというふうに思っているわけです。 

この辺の考え方で、県の方が指導をしているわけですけれども、県

としても確固たる方向というものが出ておりません。近いところで

は、豊田の周辺の商工会なんかは、長いところは７年もかかって合併

をしているというようなことで、なかなかこの統合ができにくいとい

うのが現実だというふうに聞いているわけですので、そういう意味

で、戸河里会長さんが大変心配をされてお見えになりますので、その

点の御配慮を特にお願い申し上げたいというふうに思っております。

よろしくお願いします。 

 

会  長    御説明いただいたとおりでございます。 

それではほかの件で、美馬委員さん、どうぞ。 

 

美馬委員    12ページに保健関係事業というのがございます。ここに掲げられて

おりますのは、老人保健法に係る８項目であろうと思いますが、実は、

これに係るものではないのですが、私ども一宮町では、鈴木町長が出

馬なさる折に公約として、妊婦検診。県も２回だそうですので、豊川

市も２回ではないかと思います。大体１人の妊婦さんが受ける検診と

いうのは、人によっても違いますが、おおむね７回から多い方で10回

ぐらいということでして、その２回までを無料でというふうになって

いたと思います。ところが、鈴木町長が公約で、我が一宮町は１回上

乗せいたしまして、３回無料で検診が受けられるというようなことに

なっております。この検診が大体7,000円から超音波を受けますと１

万円を超すということでございまして、一宮町で上乗せをした１回は

超音波を使わない一般検診なんですが、これが大変好評なんです。非

常に家庭においても経済難の折で、検診をどうもさぼってしまう人が

いる。これはどういうことになるかといいますと、異常等の早期発見

ができなくなってしまうというようなことがありまして、一宮町では、

これは非常に重要な上乗せであったわけです。恐らく豊川市の場合は

２回であろうと思いますが、少子化の折、何とか前向きに検討をお願

いしたい１つだと思いますので、今回、ぜひいい方向で検討していた

だけるように提案をさせていただきたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 
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会  長    次回に提案ということですね。 

 

美馬委員    はい、そうです。 

 

会  長    ほかに御質問がありましたらどうぞ。 

それでは、なければ、これはまだ期間がございますので、途中に事

務局へ問い合わせるなり、また関係のところへ問い合わせていただい

て研究をしておいてください。 

以上で議案審議は終了いたしましたが、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してください。 

 

事務局（伊藤） 第６回目の合併協議会会議の開催につきましては、１月18日火曜日

午後１時半から、場所につきましては、今度は一宮町の文化会館で開

催でございます。御予定をお願いしたいと思います。 

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「組織

及び機構の取扱い」についてを初め６項目の協議などを予定をしてお

ります。 

それから、まちづくり講演会のお知らせでございますが、１月

17日、月曜日、次回の合併協議会第６回会議の前日になりますが、午

後７時から一宮町の文化会館において、静岡文化芸術大学副学長の上

野征洋先生をお迎えしまして、「合併からまちづくりへ」と題しまし

てまちづくり講演会を開催いたしますので、御参加をいただきたいと

いうふうに思います。 

それから合併協議会のホームページでございますが、先月、12月

27日付で開設をいたしておりますので、ぜひごらんをいただきたいと

いうふうに思います。 

なお、豊川市あるいは一宮町のホームページにリンクをされており

ますので、両市町のホームページからごらんをいただくことができま

す。 

それから、お手元の方に第１回の議事録を配付させていただきまし

たので、ごらんをいただきいたというふうに思います。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

 

会  長    スムーズな協議に御協力いただきまして、ありがとうございました。 

次回は一宮町ということで、よろしくお願いいたしたいと思いま

す。それでは以上で終了させていただきます。御苦労さまでした。 

 

午後２時５４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  月  日 

 

豊川市・一宮町合併協議会 

 

会  長 

 

署名委員 

 

署名委員 

 


