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豊川市・一宮町合併協議会第10回会議会議録 

 

日 時  平成１７年７月２０日（火）午後１時２９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  滝下充生 

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  近田正博 

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     呉地俊明 

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 近藤鋭雄 

 

◎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） 
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事務局次長 渥美昌之（豊川市） 

主幹    牧野哲也（豊川市） 

主幹    中野 隆（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)平成16年度豊川市・一宮町合併協議会事業報告について 

(2)平成16年度豊川市・一宮町合併協議会会計決算について 

(3)平成17年度豊川市・一宮町合併協議会会計補正予算（案）について 

５ 報告事項 

(1)合併協議会規約に関する協議書を変更する協議書について 

(2)「町名・字名の取り扱い」の調整状況について 

(3)事務事業等の調整状況について 

６ その他 

次回合併協議会について 

７ 閉会 
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事務局長    それでは、定刻より若干早いですけれども、皆さんおそろいになり

ました。それでは、平成17年度に入って初めての協議会ということで

ございますが、開会に先立ちまして事務局の方から新しい委員さんの

御紹介をさせていただきます。 

席順により順次お名前をお呼びいたしますので、自席で御起立の上

簡単に自己紹介の方をお願いしたいというふうに思います。 

最初に、３号委員、豊川市議会議長の滝下委員さん。 

 

滝下委員    よろしくお願いいたします。 

 

事務局長    同じく、３号委員、一宮町議会議長の近田委員さん。 

 

近田委員    近田です。よろしくどうぞ。 

 

事務局長    続きまして、４号委員、豊川市学識委員の呉地さん。 

 

呉地委員    連区長会の会長を務めております、呉地俊明でございます。 

よろしくお願いします。 

 

事務局長    続きまして、規約第10条にございます顧問、東三河事務所長の近藤

顧問さんです。 

 

近藤顧問    東三河事務所長の近藤でございます。豊川市さんと一宮町さんの合

併につきましては、去る6月の定例県議会におきまして合併議案が可

決されまして、昨日、総務大臣への届出を行いました。このまま行き

ますと８月上旬までには官報に告示される予定となっております。 

現在、合併協議会につきましてはいろいろ調整をやっていただいて

おりまして大変御苦労もあるかと思いますが、県といたしましてもい

ろんな面で御支援をさせていただきたいと思っておりますので、どう

かよろしくお願いをいたします。 

 

事務局長    ありがとうございました。以上、４名の方に新しい委員、あるいは

顧問として御就任をいただきました。よろしくお願いいたします。 

また、本日出席をされておりませんけれども、監査委員さんについ

ては川上議員さんが新しく監査委員さんになられましたので御報告を

させていただきます。 

また、４月１日付で、事務局の職員の異動もございましたので御紹

介をいたします。 
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県から派遣をされておりました鵜飼の後任、牧野です。 

 

事務局（牧野） 牧野です。よろしくお願いします。 

 

事務局長    よろしくお願いいたします。 

それでは、会長さんよろしくお願いします。 

 

会  長    会長としまして、しばらくぶりでございますがごあいさつを申し上

げ、議長の責を務めさせていただきます。 

新しく委員になられました議会の議長さん初めですね、また、東三

事務所の所長さんと、大変お忙しい中御参加いただきましてありがと

うございます。私ども市としましても、新年度の新しい予算が策定さ

れた中で新しい施策を今、一生懸命進めておる最中でございまして、

また来年度に向けて私どもも昨日も、東京に行って内閣あるいは総

務、国交省など、いろんなところを回って、新しい新年度に向けての

いろんな施策の要望や、また市としてもやるべきことを御理解いただ

くような話を約半日行ってきたわけでありますが、同じく一宮町にお

かれましても、同じようなことで今役場も忙しいことだと思っており

ます。 

事務局等からいろんな話を聞きますと、細かいものを含めますと、

900近い調整が必要だということで、項目別にはいろんなたくさんの

項目が挙がっておると思います。 

後ほどまた、その項目についても、事務局から説明があるかと思い

ますが、概要におきまして、私は合併したときの調印の中身とぶれる

ものは一つもないというふうに思っております。また、私自身もこの

合併協の会長としまして、お約束したことは確実に間違いのないよう

に、いささかのぶれもないやり方をとっていきたいというふうに思っ

ておりますし、また多くの方にもその合併に関する御心配を早急に、

できるだけ解決するような方向で、御心配を取り除くということで、

早急の措置をとっていきたいと、こういうふうに思っております。 

したがいまして、委員さんの今後とも絶大な協力をお願いいたしま

してあいさつとさせていただきます。 

それでは、ただいまから豊川市・一宮町合併協議会第10回会議を開

会させていただきます。 

先ほど、所長さんからお話ありましたように、７月７日には県議会

の方できちっと認めていただき、また、８日には知事から廃置分合処

分書、知事決定書というものも交付を受けました。 

約１カ月でありますから、来月の初めには総務大臣の告示があるも
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のというふうに思っております。 

今日の議事は、冒頭に書いてございますようにこれまでの予算の協

議会における事業報告、さらには決算、それから新しく補正予算を組

んで両市町の議会でこの協議会の補正をいただきましたので、それに

ついての三つ、協議事項としてございますのでよろしくお願いしま

す。 

本日の会議につきましては15人中全員の御出席をいただいておりま

す。したがいまして、協議会の規則第８条第２項の規約によりまして

本日の会議は成立しております。 

審議に先立ちまして、議事録署名委員の指名をさせていただきま

す。きょうの議事録署名は、豊川市助役の細井正委員さんと、それか

ら一宮町から出ていただいています戸河里敏次委員さんの御両名にお

願いをいたします。 

それでは、協議事項３件ございますが、最初の協議事項であります

豊川市・一宮町の協議会の事業報告についてを協議事項といたしま

す。 

またこれに関係しておりますので、次の市・町双方の会計決算につ

いてを、ともに関連ございますので一括協議とさせていただきます。 

それでは、事務局から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16年度豊川

市・一宮町合併協議会事業報告について」及び協議事項(2)「平成

16年度豊川市・一宮町合併協議会会計決算について」、御説明させて

いただきます。 

初めに、平成16年度事業報告について説明させていただきますので

次第の右側１ページをごらんください。 

まず、「１ 会議の開催」ですが、豊川市役所で７回、一宮町文化

会館で２回の計９回の協議会を開催し、新市建設計画を含む24の協定

項目を確認いたしました。 

次に「２ 調査研究事業」ですが、建設計画の策定と合併協定項目

の調整を行っており、新市建設計画報告書を300部作成し、国・県な

どの関係者に対し配布をいたしました。 

また、合併説明資料としてのパンフレットを５万部作成し、広報の

配布にあわせ全戸配布を行うとともに住民説明会においても資料とし

て活用をいたしました。 

資料などの作成に当たりましては、パシフィックコンサルタンツ株

式会社に作業の一部を委託しております。 

次に「３ 広報広聴活動」ですが、協議会だよりの発行、ホーム
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ページの作成管理、まちづくり講演会の開催、住民説明会の開催、出

前講座などを積極的に行い、合併についての理解促進・啓蒙を図りま

した。 

まず協会だよりの発行でございますが、協議会だよりは４部発行い

たしました。そのうち１回は子供からお年寄りの方までわかりやすい

ものをということで、イラストで協議結果を示しました「絵でみる新

市のくらし」を特集号として作成し、全戸配布をしております。 

またホームページは12月下旬に立ち上げ、会議の開催結果や住民説

明会のお知らせを掲載し、タイムリーな情報提供に努めました。 

次に２ページをごらんいただきたいと思います。 

講演会は１月17日に一宮町の文化会館に浜松地域の合併協議会の委

員でもあります、静岡文化芸術大学副学長の上野先生をお迎えし、

「浜松の事例から豊川一宮の未来を考える」というテーマでお話を伺

い、140名の参加がありました。 

住民説明会は、２月３日から11日にかけまして、両市町で３回ずつ

計６回開催をし、619名の参加者を得ました。 

また、出前講座には、老人クラブ、保育園など、34回の派遣依頼が

あり、参加者は842名に上り、各団体からの疑問・質問に対して直接

お答えをいたしました。 

「４ その他」といたしまして、すべての協議が終了しましたのを

受けまして、３月12日土曜日の午前10時から、プリオ４階市民プラザ

におきまして愛知県知事の立ち合いのもと、合併協定書の調印式を開

催しております。 

実績報告につきましては、以上でございます。 

続きまして、協議事項(2)「平成16年度豊川市・一宮町合併協議会

会計決算について」、説明をさせていただきます。 

歳入歳出決算につきましては、事項別明細書で説明をさせていただ

きますので、少し飛んでいただきまして８ページ、９ページをごらん

いただきたいと思います。 

まず歳入についてでございますが、１款１項１目負担金１節構成市

町負担金でございますが、「協議会規約に関する協議書第４条」と、

それによりまして協議会に要する経費は両市町の負担とし、その割合

は均等割40％、人口割60％とするとされておりますので、その割合に

よりまして豊川市の負担金850万円、一宮町負担金318万5,000円とな

っております。 

次に、２款１項１目補助金の１節県費補助金でございますが、

1,000円の予算に対しまして、63万1,000円の収入がございました。 

これは、市町村合併研究啓発事業費補助金ということで、「広報広
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聴に係る合併協議会だよりの発行」の事業に対しまして３分の１を補

助していただいたものでございます。 

続いて、３款１項１目雑収入１節預金利子等でございますが、

1,000円の予算に対しまして3,637円の収入がありました。内訳は、普

通預金の利子が27円、臨時職員の雇用保険の本人負担分に係る分が

3,610円ということでございます。 

以上、歳入合計いたしますと、予算額1,168万7,000円に対し、収入

済額1,231万9,637円となっております。 

次に、資料の10ページ、11ページをお開きください。 

歳出でございますが、歳出につきましては不用額の多いものや流用

したものについて説明をさせていただきます。 

１款１項１目会議費の13節委託料、真ん中のところかと思いますけ

れども、委託料42万円の予算に対しまして支出済額18万6,480円、不

用額23万3,520円でございます。 

会議録作成委託料ということですけれども、これは会議を録音した

テープから会議録を作成する経費、いわゆるテープ起こしという経費

でございますけれども、支出額減となりました理由は、16年度協議会

が円滑な会議の進行によりまして会議における協議時間もそれほどか

からず、費用も少なくて済んだというものでございます。 

次に２目事務局費の14節使用料及び賃借料の流用増でございます

が、コピーの使用量が予測を上回ったため予算が若干不足をしたの

と、合併協議が整いまして当初予算で措置をしておりませんでした合

併協定書の調印式を市民プラザで開催することとなり、11節需用費か

ら32万4,440円を、13節役務費から7万4,848円を流用し、コピー使用

料の不足分と合わせ対応したものでございます。 

次に資料の次のページ、12ページ、13ページになりますが、４目広

報費の11節需用費の流用増ですが合併協議会だよりの特集号でマンガ

版の新市のくらしを作成するにあたりまして、イラスト作成経費など

ふえたということで、不足分8万8,095円を13節委託料から流用したと

いうものでございます。 

なお、収入のところで説明いたしました需用費の印刷製本費として

の支出済額189万4,095円の３分の１にあたります63万1,000円が県の

補助金として交付されております。 

次に13節の委託料でありますが、ホームページの管理更新業務委託

料として予算額113万6,905円に対しまして、支出済額63万円で不用額

が50万6,905円でございますが、この支出額の減になりましたのは、

ホームページの構成をできるだけ簡単に、わかりやすく、そして掲載

内容をコンパクトにしながら、写真など前回のホームページをうまく
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活用することで安く委託することができたというものでございます。 

最後に予備費でございますが、支出済額ゼロ円で不用額20万円とな

っております。 

以上、歳出を合計いたしますと、予算額が1,168万7,000円に対しま

して、支出済額が1,041万6,350円、不用額127万650円でございます。 

そして、前にお戻りいただきまして資料６ページ、７ページをごら

んいただきたいと思います。今、事項別明細書で説明いたしましたも

のを積み上げたものでございます。 

上段、歳入合計でございますが、予算現額1,168万7,000円に対しま

して、収入済額1,231万9,637円、収入未済額はゼロ円であります。 

下段の歳出合計ですが、予算額1,168万7,000円に対しまして、支出

済額は1,041万6,350円で、不用額127万650円となっております。 

よって、歳入歳出差引残額190万3,287円となりまして、これが翌年

度繰越額ということでございます。 

以上で、平成16年度決算の説明とさせていただきますが、なお、平

成17年６月10日に合併協議会規約16条の規定により定められました監

査委員さんに監査を受けておりますので、代読して報告させていただ

きます。 

15ページをごらんいただきたいと思います。 

「監査結果報告書 平成16年度豊川市・一宮町合併協議会歳入歳出

決算書及び証拠書類の内容につき監査したところ、いずれも適正に処

理されておりましたので御報告します。 

平成17年６月10日 豊川市・一宮町合併協議会監査委員 豊川市監

査委員 片岡勇様 同 安藤正和様 同 川上陽子様」 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

会  長    はい、ただいま事業報告及び決算について報告がありました。ここ

で御質問を受けたいと思います。御意見ありましたらどなたからでも

結構です。お願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    はい、それでは特に御意見もないようですので採決を行います。 

ただいま説明がありました「平成16年度豊川市・一宮町合併協議会

事業報告について」、並びに協議事項(2)の「平成16年度豊川市・一宮

町合併協議会会計決算について」を原案どおり承認することに御異議

ありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    それでは、全員一致しまして異議なしということでありますので、

ありがとうございました。原案どおり承認されました。 

続きまして、協議事項(3)に移ります。 

「平成17年度豊川市・一宮町合併協議会会計補正予算（案）」につ

いて御審議をお願いします。 

事務局から説明をしてください。 

 

事務局（中野） それでは、協議事項(3)「平成17年度豊川市・一宮町合併協議会会

計補正予算（案）」について、御説明をさせていただきます。 

資料の16ページをごらんいただきたいと思います。 

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ244万7,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ428万7,000円とするものでご

ざいます。 

それでは、歳入歳出補正予算事項別明細書で説明をさせていただき

ますので、１ページめくっていただきまして、18ページ、19ページを

お開きいただきたいと思います。 

まず、上段の歳入でございます。 

１款１項１目１節構成市町負担金244万7,000円の追加ですが、協議

会規約に関する協議書によりまして負担割合が決まっております。そ

の割合によりまして、豊川市の負担金178万円、一宮町負担金66万

7,000円とするものでございます。 

次に、下段の歳出ですけれども、まず１款総務費、１項総務管理

費、2目事務局費132万円の追加でございます。これは、事務局の事務

にかかる経費でございます。 

内訳としましては臨時職員賃金76万2,000円、臨時職員社会保険料

等11万4,000円、職員の普通旅費３万6,000円、事務局管理費としてコ

ピー機などの賃借料40万8,000円を計上いたしております。 

次に、３目広報費112万7,000円の追加でございますが、２月１日の

新市誕生に向けての合併啓発関係でございますが、内訳としましては

協議会だよりの発行を２回追加の予定をしておりまして、その費用が

48万3,000円、新市誕生をお知らせするポスター13万円、両市町の役

所に配置をする予定でおりますが、合併まであと何日かを表示するカ

ウントダウンボード14万4,000円、同じく新市誕生をお知らせする懸

垂幕37万円を計上いたしております。 

以上で補正予算の説明を終わらせていただきます。 
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会  長    ただいま説明のありました議案(3)でございますが、どなたからで

も結構ですが、御質疑がありましたらお出しいただきたいと思います。 

はい、鈴川委員さん、どうぞ。 

 

鈴川委員    広報関連委託料のカウントダウンボードですね、これ両市町でどこ

へどのように、いつごろからカウントダウンされるのか、その辺のお

考えをちょっとお聞かせください。 

 

会  長    はい。事務局の方、お願いします。 

 

事務局長    今予定しておりますのは、先ほどもごあいさつの中にありましたよ

うに総務大臣の告示が８月の多分10日前後には出るというふうに思っ

ております。その総務大臣の告示日ぐらいからあわせて表示をしてい

きたいと。それから表示場所につきましては、市役所、役場、それぞ

れのロビーといいますか、玄関を入ったところに設置をしたいと。 

大きさはそこそこ、少し大きなもので、１メートルぐらいの高さの

もので、合併日まで設置をしていきたいと、そんなふうに考えており

ます。 

以上です。 

 

鈴川委員    はい、わかりました。 

 

会  長    ほかに、御意見ありましたらどうぞお出しください。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    よろしいですかね。 

特に御意見もないので、採決を行います。 

協議事項(3)でございますが、当合併協議会の会計補正予算(案)に

ついて、原案どおり決することに異議はありませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    はい、ありがとうございます。御異議がなしと認めます。よって、

本案は原案どおり承認されました。 

それでは、以上で協議事項を終わりますが、報告事項に移らさせて

いただきます。 

報告事項でございますが、「合併協議会の規約に関する協議書を変
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更する協議書について」、事務局から説明をお願いします。 

 

事務局（中野） はい、それでは報告事項(1)について、御説明させていただきます。

資料の20ページをごらんください。 

この協議書は、合併協議会規約に関する協議書第５条の規定に基づ

きまして変更協議書を両市町の長が平成17年４月１日付で取り交わし

たものでございます。 

協議書の変更内容でございますが、第２条に規定いたします「学識

経験を有する者の交代」及び第３条に規定します「事務局職員の交

代」に伴い改めるものでございます。 

別表１にあります豊川市の呉地俊明さんが連区長会会長の交代によ

り、鈴木孟大さんから交代をされております。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

 

会  長    はい、ただいまの説明と前後しましたが、もう既に紹介いただいて

おりますのでよろしいですね。 

はい、それでは了解いただきました。 

それでは次の報告事項に移ります。 

報告事項(2)「町名・字名の取り扱いの調整状況について」お願い

します。 

 

事務局（牧野） それでは報告事項(2)「町名・字名の取り扱いの調整状況につい

て」説明させていただきます。資料の21ページをごらんいただきたい

と思います。 

町名・字名の取り扱いにつきましては、合併協定書におきまして、

豊川市については現行のとおりとする。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

でに調整するとされております。 

今回、一宮町の方から、町・字の名称について地域の意向を踏まえ

た検討結果が示されましたので御報告させていただくものでございま

す。 

一宮町の意向につきましては、恐縮ですが１枚おめくりいただいて

資料の22ページをごらんいただきたいと思うのですが、７月５日付で

「一宮町を残さずに大字名を町名とする」という町の意向が豊川市の

方へ報告されております。 

この報告を受けました調整結果の具体的内容でございますが、恐縮

ですが再び資料の21ページの方にお戻りいただきたいと思います。 

調整結果の欄に、太字で記載してございますが、現在の一宮町の
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町・字の区域につきましては現行のとおりとし、名称につきましては

原則として大字及び字を削除するとともに、大字名を町名とする調整

結果でございます。 

表の調整結果の下の欄に「原則によるもの」の例が示してございま

すが、大字名の指定がございます東上を始め12の地域の大字の区域に

つきましては、調整結果の原則どおり大字名を町名とするというもの

でございます。 

また、原則によらないものが数カ所ございまして、表の下半分「原

則によらないもの」の欄に記載してございます。具体例を挙げて御説

明申し上げますと、例えば「一宮旭」の地域のように、大字の指定が

ない地域がございますが、こういった地域につきましては大字名を町

名とするという原則が適用できません。そこで例外的な取り扱いとい

たしまして、一宮と旭の間に「町」を挿入いたしまして「一宮町旭」

という名称に変更するというものでございます。 

なお今後の予定としましては、町名整理審議会で御審議していただ

いた後に、市議会の方で議決をいただいて、正式に町・字の名称の変

更ということになる予定でございます。 

以上で、町名・字名の取り扱いについての調整状況についての説明

を終わらせていただきます。 

 

会  長    はい、ただいま説明のありましたこのことについて、何か御質問あ

りましたら御意見を出してください。 

はい、美馬さんどうぞ。 

 

美馬委員    あの、原則によらないもののこの表の中ですね、一番下に「一宮町

本野ケ原五丁目」と書いてあるんですが、これは。 

 

事務局（牧野） この地域につきましては、過去に市道を整備した際に、豊川市の土

地と一宮町の土地を交換したという経緯がございまして、もともとこ

の地域は豊川市の区域だったんですが、それを一宮町の区域になった

ということなんですが、地域の名称につきましては、そのまま豊川市

時代の名称を使ってた、今も使っておるんですが、そういった経緯で

この場所だけ例外的に本野ケ原という名称が使われておるという経緯

でございます。 

 

会  長    何か町長さん、いいですか。 

 

副会長（一宮町長） 私もね、知ってはおったけど、面積のところはわかりません。 
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あの、境界の変更をしておりますので。ちょっと詳しいことは助役

の方に。 

 

会  長    助役さんいいですか？ 

はい。 

 

田口委員    本野ケ原というのは、従来の大字になるんで。 

 

会  長    豊川にも町名ないところあったっけ？ 

はいどうぞ、細井さん。 

 

細井委員    本野ケ原というのは豊川市本野ケ原といって何丁目となっています。 

 

会  長    そうだよね。豊川市本野ケ原だよね、あれは。 

 

細井委員    実を言いますと一丁目から四丁目までは豊川市にありまして、それ

で五丁目は実は一宮町の方まで交換分合によってこういう名称に当時

した経緯がございます。 

したがって、これをそのまま落としますと、今度は一丁目から五丁

目までですか、こういう形になろうかと思います。 

 

会  長    細井委員の話だと正常になったような感じがするわけですね。 

だから四丁目までは豊川に既にあるわけですね。町名はないです

ね、本野ケ原四丁目までがあるんですね。で五丁目ということになり

ます。 

ほかによろしいですかね。 

これ豊津と橋尾は分かれていいんですね、別にここのところは異議

ないですね。 

町の方で一生懸命御協議いただいて、地元の意向でこういうふうに

なったということでございますので。 

御意見がなければこれで承認ということで、よろしいでしょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    はい、それでは全員一致で了解と。 

最後にくだらん質問かもしれませんが、これ、「いちみやちょう」

という人と「いちのみやちょう」という人がおるんだけれども、

「の」が入るんですね。県の職員で所長さんしっかり知っておるが
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「とよがわ」という人と「とよかわ」と、あの何ですかね、川の名前

をね。「とよがわ」と読んでもらいたいんだけれどもね私らは。 

国交省の河川担当の人が「とよかわ」「とよかわ」と言うもんだか

ら何を言っとるのかなと思ってね、これ正式には「とよがわ」という

名前になっとるわけですね。 

河川担当の人が「とよかわ」「とよかわ」と言われるとね。ちょっ

と一文つけたくなる。 

「いちのみや」ですね。はい。 

私はしっかりしておるんだけれども、市の職員の中にはまだはっき

りしとらんのがおりますので、それで徹底をしていただかないといけ

ないと思っていますがね。 

 

安藤委員    尾張一宮も「おわりいちのみや」と言うんです、向こうもね。 

 

会  長    「いちのみや」ですね。 

 

安藤委員    はい。「みかわいちのみや」と。 

 

会  長    だから豊川市「いちのみや」町ですね。はい。 

次に、報告事項(3)に移ります。 

「合併準備事務にかかわる基本方針について」を説明してくださ

い。 

 

事務局（渥美） それでは、報告事項(3)「事務事業等の調整状況について」説明を

させていただきます。 

会議資料の23ページをお開きください。 

来年２月１日の新市誕生に向けまして、合併準備事務を万全に進め

るために「合併準備事務にかかる基本方針」を定め、各課が行ってい

る具体的な事務事業の一元化を含めまして、現在、全庁的な調整を行

っております。 

２の「基本方針」として、四つの基本的な考え方を掲げています。 

①として、合併協定書を基本とすること、②として、できる限り住

民サービスの低下を招かない様配慮すること、③として、最小の経費

で新市へ移行するよう努めること、④として、両市町の全職員が一致

協力して取り組むこと、などを挙げています。 

次に(2)の合併準備期間の目安ですが、４月５月を調整作業の期間

として、調整すべき事務事業等の決定を、６、７、８月を確定期間と

して、各事務事業の調整方針の決定を、９月から12月までを移行準備
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期間として新市への移行準備を、１月を確認期間として事務の流れ等

の最終確認の期間と、それぞれしております。 

(3)の合併の準備体制についてですが、今まで同様、幹事会、専門

部会、分科会を中心に調整を行っておりますが、豊川市への編入合併

ということで、③の専門部会は豊川市の部制に合わせ８部会に、それ

から資料24ページに移りまして、④分科会を豊川市の課にあわせ38分

科会に再編をいたしまして、現在それぞれの部会・分科会において、

事務事業の調整を行っているところでございます。 

また、特定の項目を横断的に協議・調整を行う組織として、⑤にプ

ロジェクトチームを設置できることとし、４月に総合支所や行政組織

の検討を行う行政組織検討プロジェクトチームを発足させ、現在も検

討を進めております。 

次に３の、主な合併準備事務項目についてですが、24ページの下段

から次のページにかけまして、想定されます主なものを挙げてござい

ます。 

特に調整を必要とするものといたしまして、電算システムの統合、

新市組織の整備、予算の編成、事務事業の一元化などが挙げられま

す。 

事務事業等の一元化調整についてですが、４月、５月に洗い出しの

作業を行いまして、現在各分科会で調整中となっております。 

資料の26ページをごらんいただきたいと思いますが、各分科会で調

整すべき項目の目ぞろえを現在行っておりますが、項目数で言います

と、一番下の合計で976項目が挙がっておりまして、今後検討・調整

が行われまして、８月末までにそれぞれの項目ごとの調整方針が決ま

る予定となっております。 

27ページからは各分科会で現在検討しております事務事業名の一覧

が参考につけてございます。 

ごらんいただきますと、事務事業名がありまして、調整方針、備考

欄となっております。 

調整方針の時期の欄は、合併時あるいは合併後などが記入をされま

す。 

方式の欄は、豊川市に統一、一宮町に統一、廃止するなどが記入を

されます。 

備考欄には、調整方針に基づきます具体的な内容などが記入をされ

ます。 

今後、すべての事務事業につきまして、調整方針を出していただく

わけですが、検討をしていく過程におきまして、項目数や事業名の変

更も考えられますので御理解をいただきたいと思います。 



16 

今回は、現在調整中の項目のみ、ごらんをいただいておりますが、

最終的には精査をされまして調整方針まで決定し、御承認をいただく

べく御報告をさせていただきますのでよろしくお願いをいたします。 

それでは資料83ページをお開きいただきたいと思います。大まかな

項目ごとの合併準備のスケジュールとなっております。 

最上段が国・県の手続でございますが、昨日、総務省へ届出が行わ

れまして８月中旬までには官報告示され、正式に合併が決定をする予

定となっております。 

それから、最下段の広報のところでございますが、６月に豊川市に

おきまして職員互助会主催のスポーツ大会がございまして、パターゴ

ルフやビーチボールバレー、ボーリングなどで得点を競ったわけです

が、町の職員の方も一宮チームとしてすべての協議に参加するなど職

員同士の交流・親睦も現在深めております。 

なおこのスケジュールにつきましては、個々の調整状況によって変

わることもございますので、あくまで目安ということで御理解をいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務事業等の調整状況につきましての報告は以上でございます。 

 

会  長    はい、途中の経過報告でございますが、最終的にはさらに具体的に

幹事会で決定したことが報告されまして、そこでまた最終的な御意見

を賜るわけでありますが、きょうここまでの中で、報告事項の中で御

質問がありましたら賜りたいと存じます。 

御意見・御質問がありましたら、どうぞお出しください。 

これは今、助役さんを頭にした幹事会を、各部いろんなところで調

整しておるわけでありますが、何か特に助役さん方、御意見あります

か。 

 

近田委員    会長さん、よろしいですか？ 

 

会  長    はい、どうぞ。議長さんの方で。 

 

近田委員    今御説明の中の25ページ、括弧でずっと並んでおりますけど、(11)

の特別職等の任用、報酬等の決定というところをもう少し具体的に、

どういうものが考えられておるのか、今わかれば教えていただきたい

と。 

 

会  長    はい。じゃ、(11)のところ、事務局からお願いします。 
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事務局（渥美） 今の御質問は、(3)の合併準備事務項目の一つの特別職等の任用、

報酬の決定について、現状どうだということでございますが、この内

容につきましては、31ページのところに、ちょっとごらんいただきた

いと思うんですが、企画部会の中に人事分科会というのがございます。

そこの中で、例えば15番特別職の職員ですとか、この人事分科会の中

で、これから検討されるということになります。今回はこういった項

目を挙げさせていただいておるということで、今後調整方針を８月末

までに決定していただくという状況になりますので、その調整方針が

出た段階で、またこちらの方で御説明をさせていただきたい、そうい

うふうに思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

会  長    よろしいですか。 

 

近田委員    はい。 

 

会  長    何か私が聞いてもあまりようわからんだけれど、いいだかね。 

国から示された項目なもんで、ここで挙げただけじゃないかと思っ

とりますけどね。そんな感じがしますけどね。 

ほかにございますか。 

はい、美馬委員さん、どうぞ。 

 

美馬委員    この協議、協議中なわけですけれども、協議を全部し終わってから、

これこれ協議いたしまして、これが決められたので承認をというよう

なこの合併協の、そういうような流れになるのか、あるいはその道中

で、今これを協議しているけれども何か意見はないかというような、

そういったことがあるのかどうか。事後承諾の。 

 

会  長    だからね、さっき申し上げたのは900幾つにわたるでしょ。例えば

例を挙げれば、学校給食費は一宮町は幾らになるのかと。全部豊川に

合わせるのかどうかと。こういうことだって受益者にすればね、たと

え20円でも15円でも、これは大変な問題だと言えばそれまでですけど。 

こういう調整を今助役さんを頭に、各部各課でそれぞれたくさんの

項目がありますよね、やるわけですよ。 

それは、私に言わせれば、そこでその、さっき助役さんたちの意見

を聞いたんであって、これは町の方の御質問としては、議員として現

存する議会としては、いろいろ御心配の向きがあると思うんですよ。 

したがって、助役さん方も、意見を求めたのはそういう問題につい

てどうしても議員さんたちの御了解を得なければならない問題は助役
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さんとしてどうですかと、こういう意向もあったんですよ。 

ですから当然、こんなとこで900幾つ出されても、これは大変なこ

とでね、大小ありますよね。大小あります。それは事務局としてはこ

こに項目を挙げて、ただ、やるのは事務局の仕事ですから。だから挙

げたに過ぎないんであって。じゃあ幹事会の方でどういう意向にある

かなということをざっくばらんにお話されたらどうですかと、いうこ

となんですね。 

はい、田口さんどうぞ。 

 

田口委員    あの、幹事会、この新年度に入ってから３回ほどですかね。開催を

しておるんですけれども、当然今御質問をいただきましたような重要

な問題につきましては、幹事会で結論をするということではなくて、

やはり私ども一宮町としましては持ち帰って１回、議員の皆さん方等

にも御相談申し上げて、幹事会へまたこのような方向で御理解を願い

たいというような形をとっていかなきゃいけないんじゃないかなと、

そういうような考え方も持っておるという。 

 

会  長    ともにそこは調整をで、きちっと議会の方々としないと、一応総意

ということにはならないものですから。 

助役さん大変ですけどね、あるいは部課長さんも大変だけども、や

っぱりそれは、私はそういう指示は豊川市にはしておるつもりです

が、豊川の場合は原則として豊川方式ということになっているもんで

すから、非常にその点においては同じ職員でも大変さは一宮町さんの

方が大変でございまして。御理解いただくような努力というものをで

きるだけお願いしたいと思います。 

そういうことで。 

まあ大きな問題は、今言った金額に絡む問題ですか、国民保険の問

題、いろいろおありでしょう。 

 

美馬委員    住民の皆さんの中には、協議中、協議中というけれども、全く何に

も一つも出てこないと、そういうような意見も確かにありましてね、

私どもも報告すべきことがないような感じですよね。 

 

会  長    それは、無理もないのは、４月に人事異動があって、５月連休明け

から始まってるんですよ、この調整が。 

だから５月、６月でしょ。今、山場であって、報告が遅いじゃない

かと言われても、それは各課の課長連中にすればね、やっぱり自分の

ところで相手のやり方がわかってないもんですから、それを調べてお
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る間に、やっと話し合いが始まったということではないかと、私は報

告の中で理解しておりますけどね。これからだと、いうことですね。 

それと、総合計画とかいろんなものもございますので、そういうも

のの調整もまた、いろいろ入っていかなければならないわけですね。 

したがって、そういういろんな問題がたくさんございますので、ひ

とつ、職員の皆さんは精力的に頑張っていただきたいというふうに思

っております。 

 

鈴川委員    あの後任の方の関心は、事務調整レベル、調整よりもむしろ、保育

料の額とか豊川市と。 

 

美馬委員    そういう具体的なことをね。 

 

鈴川委員    具体的なことを情報として知りたいと。そういうことだよね。 

 

美馬委員    説明会の時にいろいろあったけれども、それが実際問題、可決され

るのかどうかというような、具体的なことってそういうことですよね。 

 

鈴川委員    安く、どれだけになるか、どれだけ例えば、その関心情報というこ

とですね。 

 

美馬委員    そういうことです。それが主なことですね。 

 

鈴川委員    そうですね。 

 

会  長    そうですよね。そう思いますよ。 

やっぱり、鈴川委員さんのお話のように、料金が幾らになるかとい

うことは関心が高いでしょうね。 

したがって、そこのところを、調整はどういうふうにするかという

ことで話し合いをするわけだが、私は細井助役さんに言うのはね、激

変緩和という措置があるんだからむちゃくちゃにそろえるというよう

なことは、あまり避けろと。町民の理解を得て一宮町の皆さんが、激

変緩和することが、急にやったって難しいことは、その間猶予期間を

おこうじゃないかと、これが一応原則論として指示させていただいて

おります。 

したがって、町の方の方々も遠慮することなしに、やっぱりそれは

町民の意向というものをよく大事に見きわめながら、そこのところ

を、まあ３年かかっても、やむを得んものはそういう気持ちでやって
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いくことしかないんじゃないかということですね。 

もっと極端なこと言うと、林道って豊川にはあんまりないんです

よ。一宮町いっぱいあるわけですね。では林道って言うものの行政を

どうしていくかというような、まあ新しいこともありますんでね、そ

こら辺のところは一宮町があって当然と思っおるだろうけども、一宮

町の皆さんは林道っちゅうのはたくさんありますから、豊川市は林道

廃止みたいなもんで、ないんですね。 

だからそれはどこの課が持つか。聞いとるうちに、頭痛くなっちゃ

ってね。任したって。 

町長さんもよう任したって言うけれど、私もこのごろ任したってい

う方向になっとるけどね。その辺も御理解いただきながら。 

御意見は大いに、みんな幹事会の皆さんに、そういう担当の皆さん

に言っていただくと。こういうことでやっていきたいと思っておりま

すのでよろしくお願いします。 

 

副会長（一宮町長）ちょっと。 

 

会  長    はい、町長さんの方から。 

 

副会長（一宮町長）市長さんがいいこといってくれました、激変緩和。 

これまさしく、市長さんのおっしゃるとおり、町民も激変緩和とい

うことは特に期待をしておりますので、そういうことで、今後調整す

ることがあります、助役さんの方で調整をしておりますので、そう私

ども指示してありますので、町の代表の方もそのようにひとつ、御了

承願いたいと思います。 

私の方からは以上でございます。 

 

会  長    そんなふうで、これから山場を迎えますのでよろしくお願いします。 

以上が本日の報告事項でございます。 

ほかに御意見がないようでしたら、報告事項の項目を終わりとさせ

ていただきます。 

ほかに何か事務局から説明、日程等ございましたら。 

 

事務局長    それではあの、次回の第11回の合併協議会会議の開催についてでご

ざいますが、スケジュールで行きますと12月ごろに合併協議会、次回、

事務事業の調整結果の報告・承認ということと、それから合併協議会

の解散議案、あるいは合併関連行事などについて最後の合併協議会の

開催を予定をしております。 
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ただまあ、今もう話題になりましたけども、調整項目、24項目の協

定項目を中心としまして、途中で準備状況によっては途中で臨時の協

議会を開催ということもあるのかなというふうに思っております。 

いずれにいたしましても、開催日時・場所等につきましては、決ま

り次第御連絡をさせていただくということで御理解の方をお願いをし

たいと思います。 

それから、先ほどの御意見の中で、少し事務局側に対する情報提供

というか、今どんな状況という、委員さんを含めて報告がないじゃな

いかと、そういうおしかりかなというふうにも思いますので、その辺

は議会あるいは委員さん方には、それなりの状況報告はできるだけし

ていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをした

いというふうに思います。 

以上です。 

 

会  長    はい。今日の予定は以上でございますが、所長さん何かありますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長    はい。それでは本日は以上で審議を終了いたします。 

今後ともよろしくお願い申し上げます。 

では皆さん、ありがとうございました。 

 

午後２時２５分閉会 
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