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豊川市・一宮町合併協議会第８回会議会議録 

 

日 時  平成１７年３月１日（火）午後４時００分開会 

会 場  豊川市役所 協議会室 

 

◎出席者 

・会長 

豊 川 市 長    中野勝之 

 

・委員 

１号委員（副会長） 

一 宮 町 長    鈴木孝昌 

２号委員（助役） 

豊川市助役    細井 正 

一宮町助役    田口 智 

３号委員（議長及び議員） 

豊川市議会議長  山脇 実 

豊川市議会議員  鈴川智彦 

豊川市議会議員  石黒規吉 

一宮町議会議長  美崎俊明 

一宮町議会議員  美馬ゆきえ 

一宮町議会議員  安藤博道 

４号委員（学識経験者） 

豊 川 市     鈴木孟大 

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     鈴木一進 

 

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） 
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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)「新市建設計画」について 

５ その他 

(1)合併協定調印式について 

(2)合併協議会第９回会議について 

日時 平成１７年３月２５日（金）午後１時３０分から 

会場 豊川市役所 協議会室 

(3)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

合併協議会の第８回目の会議を開会させていただきます。 

きのう、正式に一宮町さんから私ども豊川市に開票結果に基づいた

結果報告と、改めて編入合併の申し出がございました。 

皆さん方、新聞紙上でお読みだと思いますが、この結果についての

感想だとか、いろんな質問もたくさん出まして、そのお話は新聞紙上

でお読みのとおりでございます。 

私たちもこの合併協議会としましては７回、前向きに新しい新市計

画をつくって、非常に真剣な協議を行ってきたわけであります。ま

た、両市町の職員におきましても本当に土・日もない。さらには幹事

会の皆さんも夜８時、９時と短期間の中でこれをつくり上げ、そして

お互いに協議してきた中で住民の御理解も得られたということでござ

いまして、会長としましても今日が解散式かなと思っておったのも、

実は一昨日まではそんな感じもしておりました。途中、投票結果等も

非常に低いということを聞きまして、いよいよこれは３月１日は解散

だなという思いでございましたが、何か最後になったら、夕方から６

時前まで投票率が非常に上がりまして、わからないなと思いつつ、は

らはらとしておりました。結果は皆さん御存じのとおりでございま

す。 

私としましては、きのう申し上げましたように、この結果は本当に

東三河の中心にあるこの豊川と一宮町が将来に、10年、15年の先でご

ざいますが、豊川水系が将来、浜松を控えて、同じような将来的な計

画の中で、その中心的な柱になる構想ができ上がってきたと、そのス

タートラインに立ったという感想で、一層、真摯な気持ちで住民の皆

さんの負託に答えなければならないという責任感を感じておるという

ことでございます。 

ここで、最も御努力されました一宮町の鈴木町長さんから開票結果

を踏まえて一言ごあいさつをいただきたいと思います。お願いいたし

ます。 

 

副会長（一宮町長） 大変皆さん、お世話になりました。高いところでございますけ

れど、心から御礼申し上げます。 

この合併につきましては、結果からまず申し上げますと、私の方の

当日の有権者数は１万2,783人でございます。有効投票が8,686票で、

賛成とする方々の票が4,353票、反対とする者の票が4,333票で20の差

でございました。私は、実を言いますと、電話作戦もいたしました。

あらゆる作戦しまして、その手ごたえからいたしますと、200から

300、あるいはもうちょっと開くかなという手ごたえありました。し
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かし、開いてみて、ある時間帯に100票負けているぞというときに

は、私も中学校の祝辞を筆で書いておりまして、筆が一瞬とまりまし

て、どうするかというようなことも頭の中を走りました。その数分後

にいけるぞという朗報が入りました。まさしく筆がすらすらと動いた

ということでございます。これこそ皆さん方の本当に一致協力してこ

こに盛り上げていただいたおかげと、心から感謝申し上げます。 

そして、あるとき、若者とこんな話をしました。私は、「常にまち

づくりは前を見て歩かないと、そのまちは疲弊するよ。守りの姿勢に

入ったらまちはだめになるよ」と言って説得しました。その若い衆

が、「全く共感のした言葉で、そのとおりだ」ということで、やはり

合併は将来に向かっての子供や孫のため、必ず先ほど市長さんがおっ

しゃったように、東三河でも注目されるまちになると、こんなふうに

信じております。 

今後ともども一致協力してすばらしいまちにひとつ努力をお願いす

るとともに、私も残された期間、全力投球いたしますので、御支援賜

りますよう心からお願い申し上げまして、お礼の言葉といたします。

ありがとうございました。 

 

会長（豊川市長） 皆さん本当に合併協議会の皆さん方も新市計画つくった関係もご

ざいまして、いろいろな御努力をいただいたこと、改めてお礼申し上

げたいと存じます。 

それでは、本日の議事に入らせていただきますが、皆様方の御出席

をいただきましたので、委員15人中14人の御出席をいただいておりま

す。きょう、鈴木委員さんは風邪で御欠席ということの連絡を伺って

おりますので、したがいまして、協議会規程によりまして本日の会議

は成立いたしております。 

審議に先立ちまして、本日の議事録署名委員の指名をさせていただ

きたいと存じます。 

本日は、石黒規吉委員さんと竹生和史委員さんの御両名にお願いし

ます。 

きょうは、協議事項ということでございますが、まず報告等が多い

と思います。最初に、協議事項(1)でございますが、「新市建設計画」

について御審議をお願いします。 

先回の協議会で愛知県との正式協議案として承認いただきました

「新市建設計画」につきまして、県からの回答がまいりましたので、

本日、協議会として最終の御承認をいただきたいと思います。 

事務局、その「新市計画」との関連においた県との正式協議案を報

告してください。 
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事務局（渥美） それでは、協議事項(1)「新市建設計画」について説明をさせてい

ただきます。資料は別添となっております。 

「建設計画」につきましては、さきの１月31日に開催をされました

第７回の合併協議会におきまして、愛知県との正式協議を行うための

案を御確認をいただきまして、同日付で県に対して提出をいたしまし

た。 

その結果、２月21日に開催されました愛知県合併支援本部で協議し

た計画内容については、異議はないという御回答をいただきましたの

で、別添の内容を「新市建設計画」として最終的にお認めいただくも

のでございます。この計画をお認めいただくことで、24の協議事項す

べてが決定するということになりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 

会長（豊川市長） ただいまの内容につきまして御質疑がありましたら、どなたから

でも結構です。御発言をお願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会長（豊川市長） 特に御意見がないようでございますので、採決を行います。 

協定事項(1)でございますが、「新市建設計画」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（豊川市長） 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。 

これで予定しておりました24の協定項目すべての協議が終了しまし

た。 

12月８日の第１回会議から３カ月の大変短い協議時間でございまし

たが、委員、顧問の皆さんの御協力で本当に円滑に協議を進めること

ができまして、皆さんの御協力に改めて感謝申し上げます。 

それでは、次に、その他に入らせていただきます。その他の項目の

中で今後の日程に入りますが、合併協定調印式について事務局から説

明をお願いします。 

 

事務局長（伊藤） それでは、その他として事務局から２点ほど連絡させていただき

ます。 

初めに、合併協定調印式についてでございます。資料の１ページを
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ごらんください。 

合併協定調印式は、これまでの合併協議の集大成である合併協定書

に関係者が署名、押印を行い、協議の終了を確認するとともに、今後

は両市町が合併の申請手続に入るという区切りの式典でございます。 

開催日時といたしましては、3月12日土曜日の午前10時から１時間

ほど予定しております。正式な御案内は、でき次第、お送りをさせて

いただきます。御予定の方をお願いをいたします。 

開催場所は、プリオⅡの４階の豊川市民プラザでございます。 

案内予定者は、合併協委員の方々、両市町の議会議員の方々、合併

協議会幹事会、専門部会の委員を始め、行政関係者あわせて約100名

程度を予定をしております。 

当日の式次第につきましては、開会、経過報告、市長及び町長によ

る協定書の調印、立会人署名といたしましては神田愛知県知事、それ

から、委員を代表して両市町の議長さんにも署名をお願いしたいとい

うふうに考えております。 

それから、主催者として市長、町長のあいさつ、来賓を予定してお

られる方の祝辞、そして閉会という予定をしております。 

全体としては、記念撮影をしていただくことをあわせまして１時間

以内に終了をさせていただく。そんな計画を立てさせていただいてお

ります。 

次に、２ページからは、当日、調印をいただく協定書の案でござい

ます。24の協定項目の調整方針と新市建設計画が記載をされておりま

す。 

次に、次回、第９回目の合併協議会会議の開催につきましては、３

月25日金曜日、午後１時半から、場所は本日と同じ豊川市役所、協議

会室でございます。御予定をお願いしたいと思います。 

協議内容といたしましては、合併協議会の新年度の予算案及び事業

計画を予定しております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

会長（豊川市長） 今、説明のありました合併協定調印式の内容でございますが、何

か御質問等ありましたら、どうぞ御発言をお願いします。 

 

（「特になし」と呼ぶ者あり） 

 

会長（豊川市長） 中野さん、何か。 

 

中野（瑳）委員 最後に署名するだけで印鑑は要らないんですね。 
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事務局（鵜飼） きょうの資料の16ページ、17ページに調印書の後に立会人というこ

とで、合併協の委員の皆様方、それから、神田愛知県知事のお名前が

記載してございます。当日の署名といたしましては神田知事、それか

ら、合併協委員代表ということで、豊川市の山脇議長さん、一宮町の

美崎議長さん、お二人に署名押印をお願いしたいというふうに考えて

おります。その他の委員さんにつきましては、協定書の方にこういっ

た形でお名前を載せさせていただくということで、当日、御署名の方

は予定をしておらないということで御理解いただきたいと思います。 

 

会長（豊川市長） 印鑑要らないということですね。 

それでは、よろしいですか。 

それでは、その他の日程につきましては、３月25日午後１時半から

第９回の会議を開かせていただきます。年度末が押し迫ったときでご

ざいますが、ひとつ万障繰り合わせて御出席をいただきたいと存じま

す。 

それでは、ほかになければ、これで終わりたいと思いますが。 

それでは、皆さん御苦労さまでした。以上で終わります。 

ありがとうございました。 

午後４時１４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３月１１日 

 

豊川市・一宮町合併協議会 

 

会  長  中野勝之（自署） 

 

署名委員  石黒規吉（自署） 

 

署名委員  竹生和史（自署） 

 


