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豊川市・一宮町合併協議会第６回会議会議録 

 

日 時  平成１７年１月１８日（火）午後１時３０分開会 

会 場  一宮町文化会館 集会室 

 

◎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 

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 

豊川市議会議員  石黒規吉 

 

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 会議録署名議員の指名 

４ 協議事項 

(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 

５ 報告事項 

(1)住民説明会パンフレット（慨要版）について 

６ 提案事項 

(1)「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」について 

７ その他 

(1)合併協議会第７回会議について 

日時 平成１７年１月３１日（月）午後１時３０分から 

会場 一宮町文化会館 集会室 

(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、会場を一宮町におきまして、第

６回合併協議会を始めさせていただきます。 

本日は、委員15人中、14人の方がお集まりいただきましたので、定

足数ということになりました。 

それでは、私の方から若干ごあいさつを申し述べさせていただきま

す。 

昨日の夕刻７時から９時までの時間、この会場で合併協議会の主催

によります講演会を開催しました。静岡文化芸術大学の上野征洋とい

う副学長さんのお話でございました。ほかは合併協議委員の皆さん方

もお忙しい中、夜駆けつけていただいたり、大勢の方がお聞きいただ

きまして本当にありがとうございました。なかなかすばらしいお話

で、大体合併さんの話というのは退屈なのが普通でありますから、私

も聞きまして、いろいろわかりやすいお話をいただけたと、改めて事

務局の諸君に本当に感謝申し上げたいと思います。 

その中で私が強く印象に残ったことを２、３お話させていただきま

すが、なぜ合併なのかという非常に素朴な疑問に対しまして、これは

国・県、この国のあり様、それを変えなければどうにもならない時代

になったということで、これからわかりやすく説明をしてくれまし

た。 

補足的に聞きましたら、合併協議会の事務局の諸君から、後ほどま

たこの講演会の内容につきましては、市民、町民の皆さんにお配りし

ていただけると思っております。 

それからもう１つございまして、合併することによってどうしても

吸収という言葉がございますが、編入される町の方の文化とか慣習、

これについて非常に心配される。これは、上野先生の言葉をおかりし

ますと、できる限り保存に努める。そして尊重するという、文化、慣

習につきましては、これは私自身も心して今後とも対応していきたい

ということを、心から改めて感じいった次第でございます。 

さらには、審議中でございますけれども、国の方で総務省が中心に

なりまして、この４月１日から新合併特例法という法律が出てくるよ

うになるということで、本市の担当の者に調べさせました。その新合

併特例法の内容を見ますと、知事が新しい協議会を立ち上げるために

勧告すると。愛知県でいいますと、20ぐらいあるようでございます。

勧告を受けると予測されるところが。まず第一に、１万人以下の市

町、ここに勧告がくる予定でございます。その中で、第１、第２の候

補に上っているのが音羽だと聞きます。15番手ぐらいに御津町が入っ

ているようでございます。勧告し、新しい合併協議会を設置するとこ

ろまで知事が調整にとりかかるということだそうでございます。これ



4 

は調べまして、そういうことを総務省からの情報を私も得ておりま

す。 

そうしますと、それに基づく平成大合併の中身については、この３

月31日までに届け出たところは、多少その特例法の、あるいはすべて

の補助金については出すが、その後については財源の問題はあてはな

いと。ないから補正予算の中で薄くやるのではないかという情報でご

ざいます。これは私自身が何人かに調べさせた結論でございます。皆

さん方もぜひ今の新特例法をお調べいただければ、そのとおりになっ

ているのではないかと思います。 

そこで、私どもは、なぜ急ぐのか、なぜこういうふうになったかと

いうことです。「一宮町だけだから」という回答を踏まえ、ここら辺

でよくお調べいただくとおわかりいただけるのではないかというふう

に私自身も先週からずっと思ったわけであります。４月１日から議会

を含めた大勢の方々がこの中身をよく精査いただきながら、今後の合

併協議会を宝飯郡全体のこともまた視野に入れておく必要があると思

います。 

しかし、まず一番大事なことは、豊川と一宮がここで一生懸命接触

しながら地域構想をつくり上げ、そして、なるほどモデル的なものが

でき上がったという、これについては再三申し上げますが、愛知県の

鈴木知事のときにも、これは満座の中で言っていることでございまし

て、私も全くそのことに期待をするわけであります。 

そういう意気込みのことを今後ともひとつよろしくお願い申しまし

て、あいさつとさせていただきます。 

また、きょうは、会場が一宮でということでございますので、鈴木

町長さんにも一言ごあいさつをお願いいたしたいと思います。 

 

副会長（一宮町長） きょうは、一宮町の地で協議会が開け、心から感謝申し上げま

す。 

特に、今までの経過の中で建設計画、これはほぼ皆さん方の御同意

を得ましたので、既に県の方へ申告というか、審査をお願いしてあり

ます。調整方法につきましては、きょうお話し願うこと、あるいは最

後の31日にお話し願うと、すべて終了ということでございます。その

中で、皆さん方いろいろ新聞等を見ていてくれますけれども、協議会

の方はむろんその内容を熟知しているわけですけれども、そのほかの

方はまだまだ熟知していない方もございます。東愛知新聞に「施策と

財政では一宮町に軸足を」、こういうふうなことが出ておりました。

まさしくそのとおりでございます。本当にこの合併協議会の方々の本

当に深い御理解と、また、豊川の方々の、市長さんを中心にいたしま
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した協議委員の方についても我が一宮町の主張することをほぼ取り入

れていただいたと。これはやっぱり、豊川の包容力のある考え方で我

が町のおくれていることを取り戻そう、こういうことの配慮だと、こ

んなふうに感謝しております。 

そして将来、豊川になったときには我が一宮町の広大な土地を有効

に利用して、市民が働く場所もある地域、そして、ともに住んでみた

い地域、また行ってみたいような地域、こんなふうになることは間違

いございません。そして、豊川市がこの東三河だけではなく、愛知県

全体で、例えば、中部全体を通しましてもすばらしい活力のある町に

なっていくことを私は信じております。 

町民の方々にも、まずは協議会のすべてが出そろってから、ノーか

イエスかを判断してくださいと。余り早とちりして、ノーだとか言う

ことは非常に危険です。目先のこと、これも大切ですけれども、将来

の我が町の姿、町民がどういうふうな姿で生きていくのか、そういう

ことを考えてくださいといって私も訴えております。そして、町民は

間違いなき判断をしてもらえると信じておりますけれども、これはま

だまだ私が中心になりまして、議会にいる先生方とともに町民の方に

御理解を願う運動を繰り広げてまいります。必ず町民の方は前向きの

姿勢で取り組んでもらえると思います。特に、マイナス思考は町民、

町が衰退いたします。ですから、私はすべてまちづくりにおいてはプ

ラス思考、前を向いて歩く。しかも、時は流れています。この流れに

逆らうということは、本当に町民の不幸につながる、こんなふうに考

えております。 

長くなりましたけれども、きょうこの地で開催していただけること

を心から感謝申し上げて、一言あいさつにいたします。 

ありがとうございました。 

 

会  長    それでは、本日の議事に入らせていただきますが、会議につきまし

ては15人の議員さん中、14人の御出席をいただいております。したが

いまして、協議会の規定によりまして本日の会議は成立しております。 

審議に先立ちまして、会議録署名員の指名をさせていただきたいと

思います。本日は、鈴川智彦委員さんと藤井勝二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。 

前回の協議会で提案を行いました「組織及び機構の取扱い」につい

てでございます。 

きょうは６件ございますが、では初めに協議事項(1)「組織及び機

構の取扱い」について、このことについて事務局の説明をお願いいた
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します。 

 

事務局（鵜飼） それでは、本日の配付資料の１ページをごらんください。あわせて

前回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)「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きた

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。 

参考資料の１ページから２ページまでは、現在の１市１町の事務組

織が記載されております。１ページは両市町の市長グループと町長グ

ループ、２ページは教育委員会のところが記載されております。 

現在、豊川市では部制を敷いておりまして、６部34課、一宮町では

11課の内部組織が組織されております。 

既に新市の市役所は豊川市役所とし、一宮町役場を総合支所とする

ということが決定しておりますが、合併が議決いたしましたら、合併

時までの間、具体的な内部組織を検討する必要がございます。この方

法では、その際の基本方針を御協議いただくものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    御苦労さまでした。 

ただいま総合支所の組織について、さらには、出先機関は当分の

間、現行のものとする。それから具体的な事柄につきましてここに書

かれております。 

質疑の時間に入ります。どなたからでも結構ですから、質疑がござ

いましたら御発言をお願いいたします。 

はい、美崎委員さん。 

 

美崎委員    この(2)の出先機関は、当分の間、現行のまま存続する。これは先

ほど言いましたことなんですが、例えば一宮町の場合、健康福祉セン
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ターとか給食センターがあるわけですが、この出先機関だけでいくの

か、あるいはまだほかにあるのか、事務局の方で、もし追加する点が

あったらお知らせいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

会  長    それでは事務局、幹事会等の内容を含めて、わかるところは、どな

たからでも結構です。 

美崎さんは今、給食センターと健康福祉センター、あそこの温泉の

隣にある話ですね。ウォーキングセンターですね。 

 

会  長    今事務局調べている間に、私の方から若干説明させていただきます

が、給食センター等については、一宮町は保育園から小・中と全部行

っています。それから、豊川市は、小学校については給食センター、

新しく16カ所になったところを全部やっています。それから中学校分

については、今、豊川小学校の隣と中部小学校の敷地の隣にある調理

上、これもドライ化ではないんです。今、文科省、それから厚生労働

省等において、衛生概念からドライ化という構想が給食センターにご

ざいまして、こういう新しい方法にしませんかということですので、

この問題については、財源を考えつつ総合的な形で一宮町と、今、豊

川の中学校を新しい形にして再編しなければできていかないというこ

とです。したがって、これは合併した暁に逐次このことについてはと

りかかろうというような、これが助役さん以下の幹事会でも大方それ

で話がついているというふうに感じております。 

また、保健センターについては、豊川市にも勤労福祉会館の隣に保

健センターがございます。同じように福祉施設はいま一度、この先に

ついては何年、どこでどれだけ行うか、そういうことで、一宮町さん

もつくってはいるんですけれども、それについては十分機能を存続し

ていく必要性があります。 

何か補足があったらどうぞ。 

 

事務局（鵜飼） 今、美崎委員のお話しになりました健康福祉センターというのは、

今の１ページの方ですと、健康福祉課の中に入っている形になります。

この辺は行政組織規則から拾いましたので、今のそれぞれの市町の例

規に登っているものを機械的に拾ってございます。ですので、ぱっと

見ますと、通常公の施設として使われているもので、この表の中に載

っていないものが幾つかあるかもしれません。ただ、それらにつきま

しても財産の取扱いですべて新市に移るということになっております

し、ここに書いてありますように、職員が配置されているもの、配置

されていないものにつきましてもすべて現行どおり新市に引き継ぐと
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いうことで幹事会では考えております。 

以上でございます。 

 

会  長    はい、どうぞ。町長さん。 

 

鈴木(孝)委員  今、美崎委員さんの方の質問の中で給食センターのことに一部触れ

ましたけれども、これは今、うちの方の給食センターも、ドライ化と

いうことで大改修も見てきております。これは、合併の暁には豊川に

も余力がある、こんなふうに説明があります。その中で、一体化の中

で取り組む必要があるなと、こんなふうに考えております。 

しかも、保育園につきましては、うちの方は集中方式です。これに

つきましては、現在でもそれを維持する施設がないということで、改

良をするにしても、縮小した改良、あとは、豊川または一宮町一体に

なって、いわゆる節約というか、できればなと。基本的にはこう考え

ている。 

以上でございます。 

 

会  長    ほかにございますか。 

よろしいですか。それでは、御異議なしという意見もありましたの

で、この第１案でございますが、「組織及び機構の取扱い」につい

て、原案どおり決することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    ありがとうございました。御異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

続きまして、協議事項(2)でございます。「慣行の取扱い」について

御審議をお願いいたします。 

事務局から説明してください。 

 

事務局     資料の２ページをごらんください。参考資料は、３ページをごらん

ください。 

協議事項(2)「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。 

現在、それぞれ両市町では、市章、町章、それぞれ市の木、町の

木、市の花、町の花、市民憲章、町民憲章、それから豊川市におきま

しては５つの宣言、一宮町においては３つの宣言が制定されておりま
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す。これらにつきましては、合併時に豊川市の例によるというもので

ございます。 

以上でございます。 

 

会  長    説明がありましたこのことについて御質疑をお願いします。 

特にございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    なしというお声がありましたが、残せるものはいろいろなところで

残していただくということも必要かと思っております。しかし、市民

憲章とか市の木・花、これについては、調整方針では豊川市の例によ

るということで、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    それでは、御異議なしと認めまして、よって本案は原案どおり可決

されました。ありがとうございました。 

それでは、続きまして協議事項(3)でございます。「公共的団体の取

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)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。 

というものにございます。 

参考資料の４ページでは、現在の豊川市、一宮町、それぞれの主な

公共的団体が示してございます。 

公共的団体につきましては、合併特例法によりまして、合併特例法

第16条でございますが、「公共的団体は、合併市町村の建設に資する

ため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」 

同じく第16条におきまして「合併関係市町村の区域内の公共的団体

等は、市町村合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に

資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。」と
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記載されております。 

基本的には、公共的団体の統合につきましては団体の自主的判断を

尊重すべきものと思われますが、合併特例法にございますように、市

町村の地域におきましても、その統合に向けまして協力、援助を行っ

ていく必要があると思います。ここではそのための基本方針を掲げた

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ことにつきまして、どなたでも結構でご

ざいますから御質疑をお願いします。 

はい、藤井委員さん。 

 

藤井委員    農林水産関係についてお尋ねいたします。 

豊川市農業経営士会、それから豊川市青年農業士会、それから一宮

町では、一宮町農業経営農業士・青年農業士・農業生活アドバイ

ザー、この連絡協議会ですけど、取り扱いにつきまして、両市町の共

通している団体は合併時に統合するということでありますので、現

在、一宮町にある連絡協議会というものをまず解散しますと、経営士

は豊川市の経営士会であり、これは問題ないと思います。それから青

年農業士も、豊川市の青年農業士会があり、この中に入ると思います

けれども、農業生活アドバイザーは、これは、一宮町は現在、５名ほ

どいて、僕が知っている町内の経営士と一緒の団体で、町内において

は、その事業を行っていますけど、豊川市の方に農村生活アドバイ

ザーといった方がおられると思いますけれども、そんな中では、片一

方だけの会を、今あればそこへ統合してもいいですけれども、会がな

いと、一宮町だけでこのアドバイザーを設けたところで寂しいような

気がいたします。豊川市の方でアドバイザーの方がおられるかどう

か、その辺ちょっとお尋ねしたいと思います。 

それからもう一つ、４Ｈクラブも豊川市にあるのか、ないのか、そ

の辺、お聞かせ願います。 

以上です。 

 

会  長    農務課長が来れば一発なんだけれども、事務局、わかりますか。 

 

事務局（鵜飼） 藤井委員の御質問にお答えいたします。 

農村生活アドバイザーにつきましては、豊川市にも数名おられるそ

うです。ちょっと具体的な人数はまだちょっと把握しておりません

が、これは県の認定制度ということで、豊川市も何人かおられるそう
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です。ただ、この表にうたってありますとわかりますとおり、一宮町

さんの方では農業経営士、青年農業士、農村生活アドバイザーという

横のつながりの連絡協議会を持っております。 

豊川市の方では、農業経営士会、青年農業士会の方はそれぞれの市

の方で団体があるわけですが、農村生活アドバイザーを含めた横のつ

ながりの連絡協議会というのは今はないそうです。農村生活アドバイ

ザーにつきましては、主に県の仕事が一番多いということで、豊川市

においてはそういう団体はつくっていないということだそうです。 

新市におきましては、これで新市においての調整の結果に応じてで

ございますが、地域におきましてこういう横のつながりを大事にして

いく必要があるということであれば、一宮町地域あるいは豊川市の地

域も含めてこういった団体を組織していく必要があるのではないかな

というふうに思われます。 

それから、このそれぞれの団体につきましては、県下全体の団体、

東三河地域の団体、それから宝飯豊川ということで、豊川市、宝飯郡

４町、蒲郡市も含めた団体も組織されているそうです。 

以上です。 

それから、４Ｈクラブにつきましては説明をかわりたいと思いま

す。 

 

事務局（竹本） それでは、御質問に４Ｈクラブがありましたのでお答えさせていた

だきます。 

参考資料、今見ている資料の８ページをちょっと見ていただけます

でしょうか。農政分科会の中の上から６つ目に農業後継者活動事業費

補助金というのがあるかと思いますが、これが４Ｈクラブに対する補

助金でございます。ですから、町の運営している補助金というのが総

体で４万5,000円、豊川市13万5,000円という形になっておりますが、

後継者の育成という趣旨でこういった方々にも補助を出しており、豊

川市としても農業後継者は必要というふうにしているところでござい

ます。 

以上でございます。 

 

会  長    藤井委員さん、よろしいですか。原則として、ほとんどこれは一宮

町さんの方に書いてあるのは、丁寧に名前を拾い上げたということに

なるような気がします。例えば、一宮町東部みどりの少年団とありま

す。これは豊川にもあるんです。あるけれどもここに挙げていないだ

けで、実情は会があるわけです。 
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会  長    一宮町森林組合。豊川市は森林組合ってないけれども、ありますか。 

解散した。せっかく一緒になればいいと思うんだけれども。 

そういうことでは丁寧に名前が挙がっておりますけれども、豊川上

漁業協同組合、これだってあったじゃないですか。私、この一番近く

で知っておりますけれども。 

 

会  長    安藤委員さんが言うのが挙がっていないだけでありますねというこ

と。 

現在は、協議事項の(3)の公共的団体で言いますけれども、ほかに

も御質問がありましたらどうぞ。 

はい、戸河里委員さん。 

 

戸河里委員   (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ふうに

ありますけれども、先会のときに、これは商工会議所、商工会等であ

るというふうな説明を受けましたけれども、そのほかにはまだ独自の

目的を持った団体というのは何かありますか。 

 

会  長    幹事会等で我々の出した、その団体ございますか。事務局、お願い

します。 

商工会議所、商工会は、性格的、運営方法、いろいろ法的に違うの

で、そのまま並列して、大体新市になった場合、どこの先進事例を見

ても並列しているんですね。双方とも存続していくわけですね。 

はい、お願いします。 

 

事務局（竹本） 参考資料の４ページを見ていただきますと、例えば、環境衛生関係

ですとリサイクル運動市民の会とか、こういったような、一宮町の方

では部内活動で、豊川市の方は埋まっているところがあるですが、実

際のところ、やはり人口規模等が多くて、こういった団体は豊川市の

方が多いのが現状でございます。ですから、そういった特殊な団体に

ついては、当然、豊川市の団体についてはそのまま動くような形、そ

れから、一宮町でもしそういった独自のものがあれば、その存続につ

いて、行政として必要かどうか検討した上で、なるべく特色のあるも

のは残すというような形で考えていきたい、そのように考えています。 

ですから、どちらかの市あるいは町にあるという団体は、探してい

けばたくさんあるというふうに考えております。 

以上でございます。 

 

会  長    独自の性格を持った団体という質問だったんだけれども、あるのか
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ということで、ないというのは……。 

 

事務局（竹本） 例えば、先ほどリサイクル運動市民の会と言いましたけれども、例

えば、豊川たばこ販売協同組合、こういったようなものもございます

し、それから、先ほど市長さんが話されたわけですけれども、載せて

ないところもあります。あと、実際にこういった団体、ここにある程

度は載せたわけでございますが、レベルがちょっと違っておりまして、

農林水産関係等ですと、４Ｈクラブやなんかはここには載せてなかっ

たわけでございますが、そういったような団体は、すべて網羅してい

るというわけではないというふうに考えています。 

ですから、先ほど４Ｈクラブは豊川市にはないのかというような質

問だったんですけれども、載せなかったような状況で、そういったよ

うな団体はまだほかにもあるかというふうに考えております。 

 

会  長    はい、御苦労さま。 

一番典型的な例で一宮町放課後児童クラブ、学童保育が書いてあり

ますが、豊川では16校全部学童保育はありますが、そういうのが福祉

関係に載っていないのですけれども、全部あるんです。16校、どの小

学校にもあります。ほかにもあるかと思いますけれども、今の事務局

の説明どおりであります。 

ほかにございませんか。 

したがいまして、独自の各団体の実情を尊重しながらという、こう

いうふうに幹事会では、今の説明のレベルといいますか、なかなか難

しい問題ではないかというふうに思っております。 

それでは、原案どおりでよろしいでしょうか。 

はい、ちょっとお待ちください。 

はい、美馬委員。 

 

美馬委員    申しわけありません、一つだけ。一宮町には農業用廃ビニール処理

対策事業費…。これはちょっと後になりますね。ごめんなさい。もう

ちょっと後にします。 

今でもいいんですか。 

 

会  長    言い始めたので、どうぞ。 

 

美馬委員    すみません、ちょっと先走ってしまうかもしれませんが、廃ビニー

ルの処理を一宮町では補助金を出しているわけですが、豊川市では、

この廃ビニールというのが出てきていないようなので、こんなような
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ところは豊川市ではどうなっているのかなと。 

 

会  長    後と言われたのは、交付金とか補助金の問題の方ですね。 

それでは、企画課長。 

 

事務局（竹本） 若干関係がありますので、市の項目になるかと思いますが、資料の

８ページの方をごらんください。 

参考資料の８ページですけれども、一宮町さんの方には農業用廃ビ

ニール処理対策事業費補助金となっておりますが、その左側にありま

す農業用使用済プラスチック処理対策事業費補助金、これは名称は違

うだけで、内容的には一緒でございます。ただ、若干補助金額は、一

宮町さんの方が120万円、豊川市が75万円の状況でございますが、補

助金の内容は全く一緒でございます。 

 

美馬委員    わかりました。ありがとうございました。 

 

会  長    ほかに質疑ございますか。御発言をお願いします。 

はい、安藤委員さん。 

 

安藤委員    保健医療関係ですね。これは、医師会の関係でちょっと私にもわか

らなくなっているんですが、例えば、豊川歯科医師会、それから、一

宮町は新城なわけですね。これは、もし合併になった場合、豊川の方

に変更されるのか、新城の２町と２つ、これは独立してやっていける

のか、それから、宝飯の場合、どういうふうに市がやってくれるか。

こういう格好になっていると、そこら辺のところは。 

 

会  長    これは私の範囲でお答え申し上げますが、上野地区の人たちは現実

に新城に入ったんですよ。豊川市の歯医者さんの豊川歯科医師会には、

上野の人は新城と連絡をとっております。入っておりません。その人

も豊川市の問題についてはボンラティア活動であると言われまして、

いわゆる、これは行政とは若干切り離された問題がありまして、今で

も市の中で二つあります。 

何か、事務局、補足ありますか。 

 

事務局（鵜飼） 歯科医師会は、行政組織と一致していないところが愛知県下にはほ

かにもございます。これは以前からそういう話で、必ずしも行政の区

域と一致しておりません。したがいまして、一宮町さんが今、新城の

歯科医師会ということになっておりますが、原則的には歯科医師会の
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団体の方で検討していただくことになるのではないかというふうに思

います。 

以上でございます。 

 

会  長    はい、安藤さん。 

 

安藤委員    実はその関連で、例えば、安全指導隊とかいうようなものがありま

すけれども、これはそのまま存続していくということでいいですか。 

 

会  長    間違いないと思います。 

 

安藤委員    はい、ありがとうございました。 

以上です。 

 

会  長    はい、鈴木委員。 

 

鈴木(孝)委員  今、安藤委員の質問ですけれども、医師会の方は既に町内の会長さ

んの方に既に連絡してございます。医師会の方で、合併したなら即豊

川の方に編入すると。こういうふうなお話に既になっておりますので、

よろしくお願いします。 

 

安藤委員    一宮町は。 

 

鈴木(孝)委員  一宮町は。それから、歯医者さんの方は市長さんの言ったとおりで

あります。 

 

会  長    合併するというよりも、合併の話し合いをすると。宝飯医師会と豊

川市。財産問題でこわれる場合もあるし、なかなか難しいわ、合併と

いうのは。聞いているとね。ましてや、行政として、我々の方の間に

おいては、一つの市になった場合、行政としては新市となっても同じ

ということでありますね。 

ほかの件について御質疑ありましたらお願いいたします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、ないというお声がございましたので、協議事項(3)「公

共的団体の取扱い」についてを原案どおり決することに御異議ありま

せんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、なしということで、ありがとうございました。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(4)に移ります。先ほど美馬委員さんから質

問のありました「補助金、交付金等の取扱い」についての御審議をお

願いいたします。 

ページ数が多いのでありますが、事務局から説明してください。 

 

事務局（鵜飼） 協議事項(4)「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、同種の補助金、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、統一の方法で調整す

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８ページには、現在の１市１町それぞれの

主な補助金、交付金が掲載してございます。 

市町村は、公益の必要があるからには、関係団体等に補助金、交付

金を交付することができます。新市におきましては、これらの補助

金、交付金の方法というのを研究していかなければならないわけです

が、ここではその基本方針を御協議いただくものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    はい、事務局。 

ただいまの補助金、交付金等の取扱いについては、次の内容とも非

常に関係がございますので、皆さん方、どのことでも結構です、御発

言をお願いします。 

はい、美馬委員さん。 

 

美馬委員    子ども会なんですが、子ども会で９ページを見ていただきますと、

一宮町としては、そこで教育部会で子ども会の育成補助金が載ってい

まして、さらに６ページにも載っていまして、合計しますと一宮町で
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は子ども会に対する育成補助金が218万6,000円ということになってい

るんですが、豊川市の方は、これはやっぱり処理の仕方が違うところ

でもしかして出ているのではないかと思いますが、豊川市の場合は、

９ページの子ども会連絡協議会活動費補助金280万円とあります。こ

れだけ見ますと随分少ないなという感じがするんですが、この９ペー

ジの一番下のところに、子どもセンター事業費補助金とありますので、

もしかして、これもこの活動費の何かでしょうかどうかお聞きします。 

 

会  長    子ども会の補助金の問題でありますが。 

 

事務局（竹本） まず、子ども会についてでございますが、子どもセンター事業費補

助金は、これは全く別のものでございます。当初、国の補助金がござ

いまして、今ですと、情報誌を出したり、あるいは赤塚山公園という

ところがあるんですが、こちらの方で工作物教室をやったり、そうい

ったようなことをしております。ですから、これは子ども会への補助

金とは全く別でございます。 

豊川市の子ども会の補助金が若干少ないというようなことであった

んですが、これは、以前は子ども会への補助金で県の補助金がかなり

入っていたんですが、その県の補助金がない場合も、１子ども会当た

り幾らというような形から一律幾らとなったときに、ちょっと子ども

会の補助を削減したようなことがあったものですから若干少ないよう

な形になっていると思います。ただ、子ども会に対しては、事務局と

して職員をつけたりしておりますので、そういった子ども会の活動に

支障がないような形は、生涯学習課の一般的な経費の中からも出る分

はみておりますので、活動は自由になされているというふうに考えて

おります。 

以上でございます。 

 

会  長    これは、豊川市連絡協議会に対する補助金であって、規模が大きい

ものですから、各町内にそれぞれの区ごととか、そこに対する問題と

は別です。 

はい。 

 

事務局（竹本） 連絡協議会を通して子ども会活動をやっております。 

以上でございます。 

 

会  長    だから、そういうことではなくて、連区長さんが見えますのでお願

いして来ていただければいいんですが、町内にも出していますよね。 
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鈴木(孟)委員  子ども会には、各町内会は、その自治体の規模に応じて負担金を出

しております。その町から出しました負担金を集めまして、精いっぱ

い、幾らか子供さんへの補助金。そういうことでありますので、子ど

も会以外の活動には特別に支障がないというような状況でありますの

でお話ししました。 

以上です。 

 

会  長    ありがとうございました。余り数が多いものですから、子ども会ご

との活動が違うんですよね。それが地域に貢献するためには、やって

いるところについては、実はそんなに多くない、そこからいくわけで

すが、ところが、余り活動しないところございますので、ただ、一律

ということではないとなっているのが市の実情です。したがって、で

は合併して新しい市になったとき、一宮町はどうですかと言われたと

きに、これは十分尊重すべき筋合いだと私は認識しております。 

 

美馬委員    尊重していただくと随分気分のいいことでございまして、今ちょっ

と感じましたところ、豊川市では、さっき赤塚山というようなことも

ございましたけれども、それから、子どもセンター、そういったとこ

ろで大きな事業をしています。一宮町の場合、子ども会がほとんどと

りしきっているというようなことがあって、随分な費用が要るという

ことにはなっているんですが、そうすると、仕組み上大きな違いが出

てくると思うんです。そのところの調整はどうなるのかなというのが、

私、ちょっと気になるんですが。 

 

会  長    この時点では何とも研究不足で、だれも答えようがないと思います

ので、そこで、とにかくよく豊川市の内容が子ども会の内容の中でも

非常に、そういうことが一つあるわけです。そういうのは、さっきも

おっしゃいましたように、代表の連絡協議会というところだと、子供

は２０いくつ、さっき説明があったとおりですね。したがって、この

一宮町の全体構造の中で子ども会が果たしている役割、それについて

よく精査して、その中で必要であるはずですね、それは。したがって、

全体の町としての単位の中での活躍を見計らって、ここにストレート

に補助金、交付金がいくということもあり得るし、町を通す場合があ

りますね。そういうことではないでしょうか。 

 

美馬委員    はい、わかりました。申し上げさせていただいておかないと、後で、

あれっということになると思いましたので、それは決まって、補助も
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十分調整できることだとは思っております。ありがとうございました。 

 

会  長    企画課長、まだ何かありますか。 

 

事務局（竹本） ないです。 

 

会  長    それでは、ほかにありましたら。 

どうぞ、はい、鈴川委員さん。 

 

鈴川委員    私ども議員は、質問をするときには起立後、立ってやらせていただ

きますのが習慣的になりましたので、目立つように立ってするのとは

違います。これは習慣でございます。 

それで、お伺いしますのは、全体的な補助金、交付金もそうですけ

れども、私は、この合併の意味ですね、国も地方も、もうお金がない

ということで、交付金、補助金、本当に豊川市としましても相当多く

の減額、見直しが行われておりますし、その中で一宮町さんも当然、

補助金、交付金の見直しはされていると理解をしておりますけれど

も、今度、新市に移行していった場合、私は、相当な見直しをしてい

くことが必要ではないかと感じるわけですけれども、その辺、事務局

サイドで新市に移行した場合、ただ、現行のままで補助金、交付金を

お互いの豊川市・一宮の状況の中で予算をつけていくのか、その点の

お考えだけをお聞きをしておきます。 

 

会  長    幹事会でいろいろなところでお話し合いされているということだと

思いますので、原則的な意味合いについて、どのような原則論になっ

たでしょうか。もう一回きちんと説明してください。 

 

事務局（鵜飼） 今、鈴川委員御指摘のとおり、補助金、交付金、これは、両市町で

も相当な金額に上ると思います。平成15年度の決算で申し上げますと、

これはちょっと高度化ですが、戸籍謄本の区分、自治体でされており

ます決算統計等という区分で申し上げますと、豊川市が約49億円、一

宮町で申し上げますと約７億円の補助事業という部分で支出をしてお

ります。当然、今後、財政上厳しくなってまいります。見直しをして

いく必要があると思います。 

今、細かい個々の取り組みにどうするという議論は幹事会では出し

ておりませんが、財政計画を推計する際に、おおむね２％前後、補助

費全体で毎年度２％減ということで財政計画では見積もっておりま

す。したがいまして、例えば道路ということではございませんが、当
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然、補助金等に限らず、あらゆる経費の見直しをしていく必要がある

と考えまして、財政比率はそのように見込んでおります。 

以上でございます。 

 

会  長    はい、鈴川委員さん、どうぞ。 

 

鈴川委員    理解しておきます。しかし、書き込んでいないようなところがござ

いますけれども、一宮町さんを見ていましても、保存会ですね、帯川

ホタル川の保存会補助金、金沢ヤマザクラ保存会補助金。私は、金額

では、失礼な言い方をしますけれども、大した金額ではありません。

このような保存会の補助金等はかなり私は重要視をしております。地

域再生、地域活性化の意味におきましても、このような少額ですけれ

ども、一生懸命地元の皆さんが頑張って保存会の組織を立ち上げてや

っていただいているということは、今後とも事務局側としても、私の

注文としまして、尊重していただけるように要望しておきます。 

以上です。 

 

会  長    はい。帯川ホタル保存会２万7,000円、金沢ヤマザクラ保存会……。

はい、趣旨としてはそういうことで、私も尊重していきたいと存じま

す。ただ、こうしたやり方をやっているんですが、若干時間がありま

すから説明いたしますが、豊川でいうと、この教育部会のわくわく生

き生き学校づくり補助金なんて、何が生き生きだか、わくわくだか意

味不明ですね。何もわからないと思いますので説明いたしますと、私

のどこそこの学校でこういうことをやりたい、そして、独自の教育を

したいというところは、どうぞというわけで、ここには600万円と書

いてありますが、１校200万円です。最高、ことしは800万円まで出た

んです。だから、やる気のある学校についてはそういうこともやって

おります。 

桜木小学校が日本一になったのは、それはホタルの問題を含めたビ

オトープを研究して日本一になったのは、このわくわく生き生きなん

です。桜木小学校はこういうことをやりますといって応募して、教育

委員会で審査して、どうぞとやって日本一になった。だから、これは

やり方が違うだけで、出ているんですよ、豊川も文化財とかいろん

な、カエルだか、トンボだか知らんけれども、何か見たけれども、よ

く覚えがない。たくさんやっていて、知らないでいたら日本一になっ

た。そういうことで、正規の名前はわからないんです。だから、いっ

ぱいあると思いますよ。そういう内容については。 

だから、子ども会が、さっきいろいろなことで御活躍されている。
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それは、16小学校区の子ども会というのはいっぱいあると思うんで

す。そうすると、似たような内容がある、そうすると、その補助金に

ついても、さっき申し上げましたように、よく検討して、存続できる

ような形に推進していくような形にすべきではないかと。そういうこ

とで原則論は認めていただきたいということでございます。 

ほかにございましたらお願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    はい。なしというお声がございましたので、これから採決をとらせ

ていただきます。 

「補助金、交付金等の取扱い」について、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    はい。原案どおりということで、今後とも議事録に載っている内容

の中で原案どおり推進していくということにさせていただきます。あ

りがとうございました。 

それでは、協議事項(5)に移ります。「各種事務事業の取扱い 防災

関係事業」についての御審議をお願いいたします。 

説明ください。 

 

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 防災関係事業」についてで

ございます。 

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、相互利用ができる体制

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、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への整備や現行機器の更新などの

取扱いについては、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。 

参考資料の10ページには、防災対策の基本計画におけます地域防災

計画の豊川市、一宮町の計画の骨子、それから11ページにつきまして

は防災行政無線（移動系）（同報系）のそれぞれの現状が記載してご
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ざいます。 

一宮町におきましては、移動系と同報系をそれぞれ設置しておりま

す。 

豊川市におきましては移動系を設置しております。 

これらにつきましては、一宮町におきまして、豊川市の方も同様で

はございますが、現行の機械を活用しまして、それぞれの地域につい

て活用していきたいというものでございます。 

なお、更新等の取り扱いにつきましては地域において調整をしてい

きたいというものでございます。 

以上でございます。 

 

会  長    「各種事務事業の取扱い」について御審議をお願いいたします。質

疑に入ります。どなたからでも結構です。御意見を伺いたいと思いま

す。 

御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    特に御意見もないようですので、それでは協議事項(5)でございま

すが、「各種事務事業の取扱い 防災関係事業」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す。御異議なしと認め、よって、本案は原案ど

おり可決されました。 

それでは続きまして、協議事項(6)に移ります。「各種事務事業の取

扱い 保健関係事業」についてに移ります。 

事務局から説明してください。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

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

ございます。 

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
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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。 

資料の12ページには、老人保健医療に基づく現在の１市１町の検診

の状況が記載してございます。これらにつきましては、先ほどの話に

ございましたが、それぞれ委託先、医師会、それから検診業者も異な

っております。委託単価も異なっている状況でございます。 

関係機関の協力を得て調整を図ってまいりたいというものでござい

ます。 

以上でございます。 

 

会  長    質疑に入る前に、私の方から、前回、美馬委員さんから御意見があ

りました妊産婦の健康診断について、町長さんからもお話があったと

思いますが、まず、その後の経過を報告させていただきますが、妊産

婦の方は、平均すると10回以上、妊娠中に健診を受けられているよう

であります。その後、調査によりまして、この事業は、前回、美馬委

員さんの説明にありましたとおり、県下の市町村は普通で２回、豊川

市も２回でございますが、２回を公費負担ということにより無料化し

ているということで、一宮町までは３回までを公費負担ということで

ございました。 

そういう一致した内容につきましては、少子化対策は、この新しい

市の建設計画の中にもいろいろ重点事業であるわけです。重点事業だ

から調整項目としては取り上げておりませんが、幹事会でも、今後、

このことについて、美馬委員さんの意見を尊重するような形で、この

総額の枠組みの中で、少子化対策というのはいっぱいあるんですが、

これについては、その中で話し合いをし、調整を進めるということで

よろしいでしょうか。 

 

美馬委員    はい、結構でございます。ありがとうございました。 

 

会  長    それでは、協議事項、「各種事務事業の取扱い」ということで、保

健関係事業について御審議に入りたいと思います。 

どなたからでも結構でございますので、御発言をお願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    一宮町さんの方向としては、今の話が一番最大で、ほかは余り……。 

御意見がないようですので、では、表決をとらせていただきます。 
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この各種事務事業の保健関係でございますが、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    ありがとうございました。それでは、協議事項(6)でございますが、

原案どおりということで決定させていただきます。 

以上、協議事項が６つでございましたが、すべて原案のとおりとし

ます。 

それでは、次の報告事項に移ります。 

住民説明会のパンフレットの（概要版）についてをお願いします。 

 

事務局（渥美） それでは、説明をさせていただきます。 

本日、委員さんの机に「豊川市・一宮町市町村合併説明資料」とい

うのをお配りしてございます。このパンフレット版になるわけなんで

すが、まだ字句等の最終的な修正が済んでございません。その関係で

傍聴の方にはお配りをしてございませんので御理解の方をお願いした

いと思います。 

それでは、パンフレット版の簡単な説明をさせていただきます。 

表紙でございますが、「光と緑に映え、ゆたかで、すみよい、夢の

あるまち」をめざしてということで、新市の将来像を掲げてございま

す。そこの写真につきましては、やぶさめ、豊川稲荷、佐奈川から見

た本宮山の写真を使用しております。 

目次をごらんいただきたいと思います。 

まず初めに、「合併の必要性」でございます。これは、新市建設計

画の合併必要性の部分の合併でございます。 

次に、「新市の暮らし」ですが、これは、合併協定項目のうち住民

サービスに、住民の方に関連の深いものが掲げられてございます。 

それから、「新市のまちづくり」とありますが、それは新市建設計

画の内容が記載されてございます。最後に財政計画というふうな構成

になっております。 

それでは、１枚おめくりいただきまして、２ページから４ページに

わたりまして合併の必要性、新市建設計画の抜粋でございます。 

４ページの最後には、１人当たりの地方債残高の推移を参考という

ことで載せてございます。 

５ページからは、合併協定項目の住民サービスについての詳細にな

ります。新しい豊川市ということで、合併の基本項目を初めとしまし

て、住民生活、税金、水道料金、広報紙、あるいは子育て、教育、福
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祉、そういった、直接住民の方のサービスについての掲載がございま

す。13ページまで、議会・市政まで、新市の暮らしということで協定

項目の説明が掲げてございます。 

次に、14ページからですが、新市建設計画の内容が掲げてございま

す。新市建設計画の策定方針からまちづくりの基本方針、新市の将来

像、それから、新市の都市構造が14ページ、15ページに記載されてご

ざいます。 

それから、16ページ、17ページですが、新市の重点プロジェクト等

ということで、今回、プロジェクトという形で位置づけております事

業をそこに図示をしてございます。 

一応、道路ネットワークを書いてありまして、この道路ネットワー

クにあわせまして、公共下水道の整備地区、区画整理や地区計画の位

置、それから、大きな公園・緑地の整備、高規格救急車等の配備等が

ここに図示されてございます。 

それから、18ページからは、分野別主要施策ということで、新市建

設計画の内容がそのまま25ページまで、６つの分野の枠ごとに記載さ

れてございます。 

それから、26ページになりまして新市における愛知県事業の推進と

いうことで、愛知県の役割と新市における愛知県事業が載ってござい

ます。 

若干事業内容の部分が事前協議案と違っておりますが、この内容に

つきましては、こういったような事業と同じでありますが、表現につ

きまして、現在、県の担当の方と調整中でございまして、既にいただ

いた意見を反映させた形になっていますので、若干表の修正がしてご

ざいますのでよろしくお願いいたします。 

それから、27ページから31ページにかけまして、財政計画というこ

とで、前回、参考資料としてごらんいただきました部分につきまし

て、ここに記載をされてございます。 

それから、最終ページには、今後のスケジュールということで、合

併協定書の調印から新市の誕生まで、これからの合併に向けた準備が

このように行われるというようなことで表現してございます。 

若干、そのページの訂正がございますが、御質問、お問い合わせ、

豊川市の「市」が抜けていたり、「豊川・一宮町合併協議会事務所」

となっておりますが、これは「事務局」の誤りでございますので、こ

ういった文言等を修正した上で皆様にお配りをするというふうに考え

ております。 

一応、完成しますのが、１月25日に一宮町の皆さんに全戸配布とい

うことで予定しておりまして、豊川市につきましては、２月１日の広
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報配布日に全戸配布するという予定になっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

パンフレット版の説明につきましては以上でございます。 

 

会  長    １月25日に一宮町では全戸配布、２月１日に豊川市に全戸配布とい

う予定で、カラーで刷っておりまして、大変きれいなものでございま

す。もうちょっと何だとか、わかりやすいようになればいいですが、

今からでは遅いですね。 

注文がありましたら、どうぞ御発言ください。 

はい、どうぞ。 

 

中野委員    今のパンフレットの中から、これからいいものになるそうですけれ

ども、１月20日、21日からですか、一宮町の大字で開かれる住民説明

会に間に合わないですね。住民説明会にはどんな資料を持っていかれ

るのか、わかっていたら教えてください。 

 

事務局（渥美） 印刷したものは間に合わないと思うんですが、原稿の段階のものは、

でき上がると思われますので、白黒のものになるかと思いますが、そ

の原稿を使わせていただければというふうに考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

会  長    井田幹事。 

 

井田幹事    一宮の幹事でございますけれども、今の御質問では、今、私ども担

当の部署で20日からの大字への説明会の資料を刷ってあります。当初、

問い合わせをしましたところ、20日からだと間に合わないということ

で、途中で入るということを聞きましたものですから、大字で違う資

料で説明するのはまずいという判断をしまして、町独自で、今までの

資料を参考にして、もう少し完成した資料をつくりました。それだけ

でもって８日間の説明の資料としたいというふうに考えております。 

以上です。 

 

会  長    はい、ありがとうございます。 

ほかにはございませんか。よろしいでしょうか。 

今から大幅な修正とかいうようなことはできませんが、前回の顧問

の夏目所長さんの意見もございますから、所長さんも見たんでしょう

ね。 
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夏目顧問    読まさせていただきました。 

 

会  長    はい、それでは所長も異議なしということですので、何か数字を間

違いがなかったか、いろいろなことがありますので、よくまた見てく

ださい。 

特にまたありましたら事務局の方にお話をしてください。これは報

告事項でございますので、よろしくお願いします。 

それでは、次回の会議の提案事項の説明でございますが、協定項目

もいよいよこの次回の新市建設計画を除きまして、残り１項目となっ

たわけです。それで、最後の協定項目であります提案事項(1)「農業

委員会の委員の定数及び任期の取扱い」、これが一つ残っておりま

す。農業委員会も、それぞれ公職選挙法の中で行なわれるものであり

ますので、それぞれ非常に関心の高いものだと思いますが、次回にお

願いをするということで、この内容について事務局から説明をお願い

いたします。 

 

事務局（鵜飼） それでは、本日の配付資料７ページをごらんください。あわせて本

日配付いたしました参考資料の１ページをごらんください。 

提案事項(1)「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」につい

てでございます。 

調整方針といたしましては、一宮町の農業委員会は、豊川市の農業

委員会に統合するものとする。 

一宮町においては、合併前の一般選挙は、委員定数を８人に改正の

上、実施する。 

合併時に一宮町の農業委員会の委員で選挙による委員である者は、

市町村の合併の特例に関する法律第８条第１項第２号の規定を適用

し、豊川市の農業委員会の委員の残任期間に限り、引き続き豊川市の

農業委員会の委員として在任するものとする。 

なお、合併後、最初の一般選挙においては、さらなる定数削減を目

指すものとする。 

というものでございます。 

参考資料の１ページをごらんください。 

１ページには、豊川市、一宮町、それぞれの農業委員会の現況が記

載してございます。農業委員会の委員は、選挙委員と選任委員に分か

れます。選挙委員につきましては、現在、豊川市では法定定数30人に

対しまして条例定数が20人、一宮町が法定定数20人に対しまして16人

となっております。この法定定数というのは、おおむね農地面積によ

って市町村ごとに決まってくるわけでございますが、１市１町が合併
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した場合でも法定定数は30人ということになります。 

それから、選任委員につきましては、豊川市、一宮町とも議会推

薦、農協推薦、共済組合推薦の各１人ということで、３人ということ

になっております。 

全体で申し上げますと、豊川市では23人、一宮町では19人、合わせ

ますと、現在、２市１町で42人の委員の方がおられるということにな

ります。 

任期といたしましては、両市町とも同じでございまして、次の任期

満了が平成17年７月19日ということになります。農業委員会の委員の

任期は３年になっております。３年ごとに夏に一般選挙が行われるこ

とになっております。次回一般選挙は、ことしの夏に行なわれるとい

うことになっております。 

それから、その下には農家数、農地面積、農業委員会の選挙人名簿

数が記載してございます。 

合併時の取扱いについては、２ページをごらんください。 

編入合併の場合の農業委員会の委員の定数及び任期についてでござ

いますが、編入合併の場合に、編入される市町村の委員は身分を失う

ということになりますので、原則といたしましては、左側に記載して

ございますように、36人の委員が20人になるということでございま

す。しかし、地域の委員を空白にさせるということから、合併特例法

に特例が定められておりまして、合併特例法に定められている特例は

在任特例だけでございます。議会の議員のように、任期の特例で増員

選挙を行うだとか、定数の特例というのは設けられておりません。設

けられている特例は、この在任特例だけでございます。これにつきま

しては、40人以内で在任ができる。40人以内で協議して定めた数で在

任ができるというのが特例法でございます。 

したがいまして、現在、36人選挙委員がおられるわけですが、在任

特例を使えば上限36人まで在任できるというのが②番の表でございま

す。 

しかし、先ほど申し上げましたように、次の任期満了がことしの７

月ということで、合併期日が18年の２月ということで、間が半年ちょ

っとでございます。したがいまして、選挙の後、すぐ合併することに

なりますので、ただ、③番として示させていただいたのが、あらかじ

め定数を削減しておきまして在任特例を用いるというものでございま

す。現在、36人の委員がおられますが、任期満了時に一宮町の方で定

数を削減いたしまして８人とする。合わせて28人になりますが、それ

はそのまま合併時に在任特例を使い、豊川市の在任期間、委員として

在任するというものでございます。 
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この８人という数字につきましては、豊川市の20人に対して選挙人

の数に比例すると。農業委員会の選挙人名簿に登載されている選挙人

の方に比例した数字でございます。 

農業委員会等に関する法律によりますと、２ページの一番下の方に

書いてございますが、選挙区を設けることもできるわけですが、選挙

区を設けた場合には、その第10条の第３項をごらんいただきますと、

「各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね

選挙人の数に比例して条例で定めなければならない。」というふうに

記載してございます。 

したがいまして、今回は選挙区を設けるわけではございませんが、

あらかじめ定数をそれぞれ決めておくということで、この規定を参考

にするという形で豊川市20人に対して一宮町８人という形でお話しさ

せていただきたいと思います。 

それから、このような形になりますと28人という形で定数が確定と

なるわけでございますが、法定定数が30人ということで、今、豊川市

では条例定数20人ということになっておりますので、次の一般選挙に

おいてはさらなる定数削減を目指すものとするという基準を調整方針

に掲げさせていただいております。 

以上でございます。 

 

 

会  長    次回の協議事項の内容の説明でございました。これにつきましては、

よく読んでいただいて、合併特例法の規定にのっとった説明がされて

おりますので、次回に御協議いただけるかと思います。 

はい、美崎委員。 

 

美崎委員    次の会合で言えばいいのかもしれませんけれども、再確認という意

味で、今の参考資料の１ページは、議会推薦、農協推薦、共済組合推

薦、各１人で３名になるということですね。この定数削減の２ページ

の方には、こういう項目がないんですが、やはり私ども８人の中で農

協推薦、共済組合推薦、議会推薦ということは、本当の農業委員とい

うのは５名で、そのほかの１人ずつを入れて３名というのか、その辺、

ちょっとだけ説明してください。 

 

会  長    はい、どうぞ。事務局。 

 

事務局（鵜飼） 説明不足で申しわけございませんが、２ページの一番表頭に、編入

合併の場合の農業委員会の委員（選挙による委員）の定数及び任期に
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ついて記載してございます。 

合併特例法の特例がございますのは選挙委員だけでございます。し

たがって、選任委員の方は失職されるということになります。 

以上でございます。 

ですので、８人が…… 

 

会  長    もう少しわかりやすく言ってください。早口で言わずに。 

 

事務局（鵜飼） ８人は、すべて選挙委員の方ということになります。 

 

美崎委員    ということは、各１人ずつの推薦はなくなるんですか。 

 

事務局（鵜飼） 農業委員会の選任委員は、農協の推薦、共済組合の推薦、それから、

法改正がございまして、今度、土地改良の推薦というのができるんで

すが、それらが１名と決まっております。 

 

会   長   わかりましたか。 

 

美崎委員    一宮町は、議会推薦はなくなるわけですか。 

 

会  長    もう一回よくお話しください。 

 

事務局（鵜飼） 合併の前まで、次の任期満了の17年７月から18年２月までの間は、

もちろん選任委員の方もおられます。恐らく４人、１月に法改正がご

ざいますので、今３人ですが、４人ということになると思いますが、

選任委員の方が４人、それから選挙委員の方が８人、７月から２月ま

では12人の方がということになっております。 

 

美崎委員    わかりました。いいです。 

 

鈴木(孝)委員  ちょっと私の方からお尋ねします。 

今、推薦が、これはそれぞれ豊川、一宮もございます。そこで合併

の暁は、議会推薦が１名なのか、あるいはもう１人できるのか、その

辺はどうですかと、美崎委員はそういうことだと思います。 

はい、事務局。 

 

事務局（鵜飼） 法律上は、ちょっとややこしいですけれども、選任委員は、これは

もう17年７月以降の話ですけれども、議会推薦は４人になっておりま
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す。それから、農協推薦、共済組合推薦、土地改良推薦は各１人が上

限でございます。したがって、選任委員は７人が上限ということにな

ります。したがいまして、合併時におきまして、当然、農協、共済、

土地改良は、これは１人でございますので、当然、豊川市の方たちは

残られるということになりますが、議会推薦につきましては、豊川市

の方は残られますが、一宮町の方で、これは農業委員会の方の話し合

いになると思いますが、定数を変更するということになりますので、

そういった必要があれば、現在１人ですが、これを議会議員の推薦を

２人ないし３人とか、通常変えることは法律上可能です。その場では

幹事会の方では調整しておりませんし、新市の農業委員は農業委員会

さんの方で検討すべきことではないかなと思いますが、法律上は２人

にすることは可能です。 

以上です。 

 

会   長   次の協議会までに大分時間がありますので、それでは次の協議会の

日程等について事務局からお願いします。 

 

事務局長    次回、第７回目の合併協議会会議の開催につきましては、１月31日、

月曜日、午後１時半から、場所は本日と同じ、この一宮町の文化会館

での開催でございます。御予定をお願いいたしたいというふうに思い

ます。 

次回の議題につきましては、本日御提案を申し上げました「農業委

員会の委員の定数及び任期の取扱い」と新市建設計画の協議を予定し

ております。 

よろしくお願いいたしたいと思います。 

それから、その他ということでもう１点、協議会では、住民の皆さ

んに合併についてより理解を深めていただくということで、出前講座

を現在計画いたしております。何なりとお問い合わせの方を事務局の

方までよろしくお願いしたいというふうに思います。 

以上でございます。 

 

会  長    それでは、皆さんの方で何かございませんか。 

よろしいですか。ちょうど時間が１時間超えたようでございまし

て、終了したいと思います。 

本日と同じように、また次回は、この文化会館で、照明も明るくて

非常にいいところでございますので、次回もここで行いたいと思いま

す。御協力のほど、感謝も込めまして終わりの言葉とさせていただき

ます。 
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ありがとうございました。 

 

午後２時５７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 

 


