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豊川市・一宮町合併協議会第９回会議会議録 

 

日 時  平成１７年３月２５日（金）午後１時３０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     鈴木一進 

豊 川 市     中野瑳紀子 

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 

一 宮 町     竹生和史 

 

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） 
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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 報告事項 

(1)合併協定調印後の経過について 

(2)豊川市・一宮町合併協議会幹事会設置要綱の改正について 

５ 協議事項 

(1)平成17年度豊川市・一宮町合併協議会事業計画（案）について 

(2)平成17年度豊川市・一宮町合併協議会会計予算（案）について 

６ その他 

 

７ 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９回の会議を開会させていただきます。 

先般は、調印式を初め本当に議会の関連条例等も両市町議会とも御

承認いただきまして、通過させていただきまして、私からも厚くお礼

申し上げます。 

その間、協議会の皆様方、本当にいろいろなところで御尽力いただ

きましたことを深く感謝申し上げますとともに、これで関連４議案が

一応両市町とも御承認いただいたということでスタートするわけであ

ります。 

29日には、私、町長、両市町の議長さんを初め、県知事のところに

行きまして、29日には正式に県の方にお願いする予定であります。 

県議会の方は、地元の県議さん等もその会には御招待する予定であ

ります。 

きのう、万博の開会式の後、副知事さんにもよくお願いしまして、

いろいろな段取りも滞りなくいくのではないかということでありま

す。副知事から先ほど夏目所長さんにもその旨の話がございましたの

で、万博で大変な中でも副知事は、ちゃんと豊川と一宮町のことにつ

いては記憶にあっただろうな、忘れてしまわないだろうなと思ってお

りましたけれども、そんなことはない、本当に一生懸命誠実にやって

いただけるものと確信しました。 

以上でもって、まずもってごあいさつとさせていただきます。 

会  長    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。 

本日は、15人中14人の委員さんに御出席いただいておりますが、竹

生委員さんにつきましては、ちょっと所用がございまして御欠席とい

う報告を受けております。したがいまして、本日の会議は、８条２項

の規定によりまして成立ということでございます。 

審議に先立ちまして、議事録署名委員の氏名をさせていただきたい

と思います。田口 智委員さんと鈴木一進委員さんの御両名にお願い

をいたします。 

本日の議題は、報告事項２件と協議会事項２件でございます。 

それでは最初に、報告事項でございますが、報告事項(1)合併協定

調印後の経過について、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、資料は１ページをごらんください。 

先ほど会長からも説明がございましたが、合併協定調印後の経過に

ついて御報告させていただきます。 

両市町におきまして、合併に関する事実上の最終判断となります合

併関連議案の審議が行われました。 
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豊川市議会におかれましては３月22日、一宮町議会におかれまして

は３月23日、合併関連の４議案がいずれも賛成多数で可決されまし

た。 

合併関連の議案につきましては、資料１ページに記載してあります

とおり４つの議案でございますが、簡単に合併協定項目の内容とあわ

せまして御説明させていただきます。 

２ページをごらんください。 

豊川市、一宮町、全く同じ議案の内容でございますので、ここでは

豊川市の議案を参考に説明させていただきます。 

２ページは、豊川市及び宝飯郡一宮町の廃置分合についてというこ

とでございまして、これがいわゆる知事に合併申請するにあたり議会

の議決を求めるというものでございます。 

３ページでございますが、３ページは、廃置分合に伴う財産処分に

関する協議についてということであります。御審議いただきました協

定項目で申し上げますと、10. 財産及び債務の取扱いの内容に当たる

ものでございます。 

協議の内容につきましては、４ページをごらんいただきたいと思い

ます。４ページの「記」以下のところに、１、２とございまして、

「宝飯郡一宮町の所有する財産は、別表に掲げる保安林及び山林を除

き豊川市に帰属させる。」が一つ目でございます。 

２点目は、以上の山林、保安林につきまして、「一宮財産区管理会

を設けて管理運営にあたる。」ということでございます。 

協定項目では、一宮町は、「町有林管理委員会を設けて管理してい

る山林」というような表現を用いておりましたが、議案におきまして

は、５ページのように「別表」という形で具体的に保安林、山林を明

示してございます。 

６ページをごらんいただきますと、参考までに財産区の箇所図を記

載してございます。斜線が引いてあるところが保安林及び山林の位置

でございます。 

それから、７ページをごらんいただきたいと思います。廃置分合に

伴う農業委員会の委員の任期に関する協議についてでございます。 

これは、協定項目では６の農業委員会の委員の定数及び任期の取扱

いで御協議いただいた内容でございます。 

協議の内容につきましては、８ページをごらんください。 

８ページの「記」以下でございますが、「宝飯郡一宮町の農業委員

会の選挙による委員８人は、市町村の合併の特例に関する法律第８条

第１項第２号に掲げる期間引き続き豊川市の農業委員会の選挙による

委員として在任する。」ということで、御協議いただいた協定項目と

同様の内容となっております。 
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最後に９ページでございますが、廃置分合に伴う地域審議会の設置

等に関する協議についてでございます。こちらにつきましては、協定

項目では９の地域審議会等の設置についてで御協議いただいた内容で

ございます。 

10ページから12ページにかけまして、協議会で御協議いただいた内

容と全く同じ内容となっております。 

なお、議案の２番目から４番目は、財産処分、農業委員会、地域審

議会につきましては、議会の議決後、３月24日に両市町の首長間で協

議書を交わしておりまして、農業委員会と地域審議会につきましては

同日、３月24日付で告示がなされております。 

恐れ入ります。１ページにお戻りいただきたいと思います。 

ここで資料の訂正をお願いしたいと思います。申しわけございませ

ん。豊川市議会で合併関連議案を可決と、１ページの一番上のところ

にございますが、日時が平成17年３月22日午前10時と書いてございま

すが、午後１時30分の誤りでございます。大変失礼いたしました。お

わびして訂正をさせていただきます。午後１時30分ということでお願

いしたいと思います。 

それから、今後のスケジュール（想定）、一番下のところをごらん

いただきたいと思います。 

平成17年３月29日、来週の火曜日でございますが、市長及び町長が

愛知県知事へ廃置分合の申請にまいります。愛知県の公館の方へ、こ

れは両市町の議長さん、それから、地元選出の県議会議員さんも御同

席いただく予定となっております。 

愛知県の方では、直近の定例会でございます６月定例県議会に廃置

分合の議案を提案いたしまして、早ければ17年７月に県議会の議決を

経て知事が廃置分合を決定、総務大臣へ届け出るということになろう

かと思われます。届け出以降、およそ大体２週間ぐらいで官報告示が

されるということでございますので、17年７月ないし８月には総務大

臣の告示がなされまして、最終的に合併の効力が確定するということ

でございます。 

報告事項(1)につきましては以上でございます。 

 

会  長    ただいま事務局から、合併協定調印後の経過についての報告がござ

いました。何か御質問、御意見がございましたら、どなたからでも結

構ですので御発言をお願いいたします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    よろしいですか。特になければ次に進ませていただきます。 
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それでは、ほかに何もないようですので、次の報告事項に移りま

す。 

報告事項(2)豊川市・一宮町合併協議会幹事会設置要綱の改正につ

いてを事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（渥美） それでは報告事項(2)豊川市・一宮町合併協議会幹事会設置要綱の

改正について説明をさせていただきます。資料は、会議資料の23ペー

ジからとなっております。 

合併協議会幹事会につきましては、協議会の会議に付すべき事項に

ついての協議・調整と両市町において調整を必要とする事項について

の協議を所掌事務としており、両市町の助役及び企画担当課長をもっ

て充てることとしておりましたが、合併に向けた準備を遅滞なく進め

ていくため、幹事会の機能充実を図るというものです。 

資料の25ページをお開きください。 

幹事会設置要綱の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

第５条の改正前でございますが、「幹事は、両市町の助役及び企画

担当課長の職にある者をもって充てる。」という文言を、改正後の方

は、「幹事は別表に掲げる者をもって充てる。」と改正し、別表におい

て、豊川市においては、人事・電算等を担当する企画部長と組織・財

政等を担当する総務部長を、一宮町においては、人事・組織等を担当

する総務課長をそれぞれ幹事に加え、合併準備事務の円滑な進行を図

るものです。 

なお、幹事会幹事長の指示を受け専門的に協議・調整を行う専門部

会と実務的な検討を行う分科会についての要綱の改正はございません

が、組織面での充実を図りながら新市への移行準備を遅滞なく行なっ

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

幹事会設置要綱の改正につきましての報告は以上でございます。 

 

会  長    改正前と改正後の表がございますが、おわかりになるかと思います

が、この内容について御質問がありましたらお願いいたします。 

 

（「特になし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、特になければ御承認いただきたいと思いますが、皆さん

方の方で御承認いただけるでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、満場一致で御承認いただいたものというふうにとらせて
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いただきます。ありがとうございました。 

それでは、協議事項に入らせていただきます。 

それでは、協議事項で平成17年度豊川市・一宮町合併協議会事業計

画（案）についてと、協議事項(2)の平成17年度豊川市・一宮町合併

協議会会計予算については、両方とも関連がございますので一括審議

とさせていただきます。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事務局（中野） ただいま一括議題となりました協議事項(1)平成17年度豊川市・一

宮町合併協議会事業計画(案)及び平成17年度豊川市・一宮町合併協議

会会計予算(案)について御説明をいたします。 

初めに、平成17年度事業計画(案)について御説明いたしますので、

26ページの方をごらんください。 

まず、協議会会議の開催についてでございますが、合併の期日であ

ります平成18年２月１日の前日まで10カ月間に、協議会の会議を２回

ほど開催する計画をさせていただいております。 

また、合併に向けての事務事業の調整のために、幹事会、専門部

会、分科会を随時開催する予定でございます。 

次に、広報・広聴活動でございますけれども、合併後の住民生活に

関するお知らせなどの情報提供につきましては、今までと同じように

全世帯配布の合併協議会だよりの発行及びホームページの管理更新を

行っていきたいというふうに考えております。 

以上が、平成17年度の事業計画の概要でございます。 

続きまして、協議事項(2)平成17年度豊川市・一宮町合併協議会会

計予算(案)について御説明をいたします。隣のページ、27ページをご

らんください。 

合併協議会の平成17年度予算は、執行期間が４月から来年１月まで

の10カ月の期間でございますが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ184万円と定めるものでございます。 

それでは、内容につきまして御説明申し上げますので、飛んでいた

だきまして、34ページと35ページをごらんいただきたいと思います。 

初めに、歳出から御説明させていただきます。 

まず、１款総務費、１項総務管理費、１目会議費20万8,000円でご

ざいますが、会議費の内訳としまして、合併協議会委員等報酬12万

9,000円。これは、報酬日額8,600円、協議会２回ということで想定を

しております。 

合 併 協 議 会 委 員 費 用 弁 償 5,000円 、 協 議 会 運 営 費 と し て ７ 万

4,000円。この内訳は、協議会の会議録作成委託料４万3,000円、一般

諸経費として需用費３万1,000円の計上をいたしております。 
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次に、１款１項２目事務局費69万9,000円でございますが、これ

は、事務局の事務に係る経費でございます。内容としましては、臨時

職員賃金38万1,000円、臨時職員社会保険料等５万1,000円、職員の普

通旅費１万1,000円、切手代、インターネット通信料の通信事務費に

６万円、事務局管理費として、コピー機などの賃借料18万6,000円、

需用費などの一般諸経費１万円を計上しております。 

次に、１款１項３目広報費83万3,000円でございますが、これは、

事業計画で御説明いたしました協議会だより発行の費用が63万

3,000円、ホームページ管理更新委託費として20万円を計上いたして

おります。 

以上、歳出合計は、次のページの予備費の10万円を含めまして

184万円となるものでございます 

続きまして、歳入について御説明申し上げます。 

お戻りいただきまして、32ページ、33ページをお開きください。 

１款１項１目１節の繰越金183万9,000円でございますが、これは、

前年度の繰越金でございます。 

次に、２款諸収入でございますけれども、1,000円、預金利子とし

て計上させていただいております。 

17年度予算は、ごらんのように前年度の繰越金で歳出を賄う予算と

なっております。 

以上で、平成17年度予算（案）の説明とさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 

会  長    当面の繰越金184万円でやっていくと。補正予算の６月ごろまでこ

れでいくのではないかと思いますが、何か今説明のありました中身で

御質問等ありましたらお願いいたします。 

 

（「特になし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    特に御意見もないようですので、採決を行います。 

協議事項の平成17年度豊川市・一宮町合併協議会事業計画（案）に

ついてと、同じく協議会会計予算について、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す。御異議なしと認めます。よって、本案は原

案どおり可決されました。 

それでは次に、その他に入らせていただきます。 
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事務局からよろしくお願いします。 

 

事務局長（伊藤） それでは、その他として事務局の方から１点だけ連絡をさせてい

ただきます。 

17年度の合併協議会会議の開催についてですが、すべての協定項目

を確認したということで、協議会の会議、来年度は不定期の開催とな

ります。次回の開催は、一応７月ごろを予定しております。 

協議内容といたしましては、16年度の合併協議会の決算認定と合併

に向けての事務事業の進捗状況、調整状況といったものを報告させて

いただくつもりでおります。 

開催日、場所等につきましては、また決まり次第御連絡をさせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

それから、皆様のお手元の封筒の中に、昨日の調印式のときの記念

写真を入れさせていただいておりますので、記念にお持ち帰りをいた

だきたいというふうに思います。 

以上でございます。 

 

会  長    今説明のありました、このほかのことについてでも結構でございま

すから、何かありましたら。 

安藤委員さん。 

 

安藤委員    その他のところで協議会を７月ごろといった、これは年２回予定で

すが、もう１回はいつごろの予定ですか。 

 

事務局長（伊藤） 一応、予定としては、12月ないし１月の頭ぐらいに第２回目を開

催させていただこうと思っております。 

以上でございます。 

 

会  長    協議会だよりを、さっき御承認いただいた市民・町民に対して、協

議会だよりと合併の調印から、その他、今議決されましたような問題

はまた市民にお知らせするということでございます。これも大体……。 

 

事務局長（伊藤） 今、予算上では２回分予定をさせていただいておりますけれども、

調整状況によっては少しまた補正をさせていただきながら市民への周

知をしたいというふうに思っております。 

 

会  長    市民、町民の方々も非常に関心があると思いますので、経過につい

て、さらには詳しい説明を申し上げたいと思っております。 

ほかにいかがでしょうか。ございませんか。 



10 

審議はすべて終了しましたので、なければこれで終わりにしたいと

思いますが、先ほど事務局から説明がございましたので、来年度の協

議会は若干不定期ということでございますが、これから追って開催す

るということでございます。 

今年度の合併協議会は、これで最後でございます。 

そこで、新聞等で御存じの方もおられると思いますが、役所の人事

異動の時期でございまして、これまで協議会の顧問として東三河事務

所の夏目所長さんが、４月には県庁の方に、何か病院関係の総元締め

ということで御栄転なさりますが、突然でございますが、ひとつ最後

の指導があればよろしくお願いします。 

 

夏目顧問    失礼いたします。私事でまことに申しわけございませんが、この４

月の異動で病院事業長次長ということで、県立病院の管理をするとこ

ろに転勤することとなりました。顧問で、まことに皆さんの役に立た

ずに、まことに申しわけなく思っております。転勤していってしまう

ことをお許しをいただきたいというふうに思います。 

ただ一つ、この合併協議会に当たりまして、本当に委員の皆様方の

熱い思い、それから、住民の皆様方の熱い思いによりまして、この一

宮町で劇的な勝利というようなことで、この豊川市、一宮町が合併を

されるということで、22・23日の両議会で議決をされまして、これか

ら粛々と手続がされていくわけでございますが、２月１日の合併まで

にはまだまだいろいろと御協議いただく内容があろうかと思います

が、そういった問題を乗り切っていただきまして、２月１日には、合

併してよかったという新しい市を建設をしていただきますことを御祈

念申し上げまして、辞任のあいさつとさせていただきます。どうも本

当にありがとうございました。 

 

会  長    ありがとうございました。本当にお世話になりました。 

なお、ご本人には何もお知らせしていなかったのですが、県の方か

ら、この２年御尽力をいただいて、本市の企画課課長補佐として、特

に合併問題をいろいろやっていただきました県の職員であります鵜飼

さんに、今度、人事課の方へ、中枢にまたお帰りになるということ

で、言いたいことを、最後でございますので。発言を許可しますので

どうぞ。また激励に行きますけれども、発言を特に許可したいと思い

ます。 

 

事務局（鵜飼） それでは、本当に事前の打ち合わせなくということですので、準備

がございませんが、２年間、平成15年度・16年度ということで豊川市

の方でお世話になりました。昨年は１市４町の協議会、今年度は１市
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１町の協議会ということで、至らない点も多々あったと思いますが、

本当に委員の皆様方に助けていただいて、こうして無事合併協議が整

ったということで、最終的には２月１日、これからがスタートという

ことでございますが、いかばかりかでもお力になれたかなと。私自身

大変感謝しておりますし、非常に勉強もさせていただきました。県に

帰りましても、この経験をむだにせずにまた頑張りたいと思っており

ます。 

健康福祉部の総務課というところで、内部管理で人事の関係の事務

になりますので、直接市町村の行政とはかかわりありませんが、まだ

長い公務員人生ですので、お顔を合わせる機会もあるかと思いますの

で、ぜひ町で見かけましたら気軽にお声をかけていただけたらなとい

うふうに思っております。 

本当にどうもありがとうございました。 

 

会  長    御苦労さまでございました。 

それでは、これで終了するわけでありますが、来週の火曜日には県

へ合併申請を行うと。先ほど申し上げたとおりであります。 

それから、昨年の12月８日の第１回協議会からきょうまで、本当に

皆様方には真摯な御協議をいただきまして、厚くお礼を申し上げま

す。 

来年の２月１日の合併までには、いろいろまだ乗り越えなければな

らない調整課題が山積しておりますが、合意いただきました方針を基

本としまして事業事務の調整を鋭意進め、円滑に新市のスタートを切

られるよう、本市と一宮町一丸となって準備に取り組んでいく所存で

あります。 

一宮の鈴木町長さんも随所でお話しされておりますが、合併してよ

かったと言われるようなことは、これは意気込みが大事でありますの

で、全市、全町、職員とともども私ども先頭に立って頑張っていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

皆さん方、この１年間ありがとうございました。 

以上で終わります。ありがとうございました。 

 

午後１時５８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３１日 

 

豊川市・一宮町合併協議会 

 

会  長  中野勝之（自署） 

 

署名委員  田口 智（自署） 

 

署名委員  鈴木一進（自署） 

 


