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     日 時  平成１６年１２月２１日 午後１時３０分  

     会 場  豊川市役所 本庁舎３階 協議会室 
 
 
 
 

豊川市・一宮町合併協議会  



豊川市・一宮町合併協議会第３回会議次第  
 
                 日時 平成１６年１２月２１日（火） 

午後１時３０分  
                 会場 豊川市役所 本庁舎３階 協議会室  
 
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） 「合併の期日」について                (P１) 

（2） 「地方税の取扱い」について              (P２) 
（3） 「財産及び債務の取扱い」について           (P３) 
（4） 「介護保険事業の取扱い」について           (P４) 
（5） 「各種事務事業の取扱い 上水道関係事業」について   (P５) 
（6） 「各種事務事業の取扱い 下水道関係事業」について   (P６) 
   

 

５ 報告事項 
(1)  新市建設計画策定状況について             (P７～２０) 
(2)  まちづくり講演会の開催について            (P２１) 
(3)  住民説明会の開催について               (P２２) 
 
 

６ 提案事項 

（1） 「新市の事務所の位置」について            (P２３) 

（2） 「町名・字名の取扱い」について            (P２４)  
（3） 「一部事務組合等の取扱い」について          (P２５) 
（4） 「消防団の取扱い」について              (P２６) 
（5） 「国民健康保険事業の取扱い」について         (P２７) 
（6） 「各種事務事業の取扱い 福祉関係事業」について    (P２８～３０) 



  
 
７ その他 
（1） 合併協議会第４回会議について 

日時 平成１６年１２月２７日（月）午後１時３０分から 
会場 豊川市役所 本庁舎３階 協議会室 

（2） その他 
 
 
８ 閉会 
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協議事項（1） 

 

「合併の期日」について 

 

 合併期日は、平成１８年２月１日とする。 
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協議事項（2） 

 

「地方税の取扱い」について 

 

 両市町で差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとす

る。 

(1) 都市計画税の税率は、百分の０．３とする。ただし、現在の一宮

町の地域については、合併する年度及びこれに続く５年度は、合併

特例法第１０条に定める不均一課税を適用し、現行のとおりとする。 

(2) 入湯税については、一宮町の制度を新市に引き継ぐものとする。 

(3) 普通徴収に係る個人市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動

車税の納期は、合併時に豊川市の例により統一する。 
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協議事項（3） 

 

「財産及び債務の取扱い」について 

 

 一宮町の所有する財産（山林を除く）及び債務については、全て豊

川市に引き継ぐものとする。 

一宮町が所有する山林のうち、町有林管理委員会が管理する山林に

ついては、合併時に財産区を設置の上、財産区管理会及び基金を設け

て管理運営にあたるものとする。 なお、その他の山林は、豊川市に引

き継ぐものとする。 
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協議事項（4） 

 

「介護保険事業の取扱い」について 

 

保険料は、合併年度は現行のとおりとし、平成１８年度からは、新

市における介護保険事業計画のなかで決定する。 

納期は、合併時に豊川市の例により統一する。 
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協議事項（5） 

 

「各種事務事業の取扱い 上水道関係事業」について 

 

(1) 水道料金 

水道料金については、合併年度は現行料金によることとし、平成

１８年度から豊川市の料金に統一する。 

(2) 加入分担金 

 加入金（分担金）については、合併年度は現行料金によることと

し、平成１８年度から豊川市の料金に統一する。 
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協議事項（6） 

 

「各種事務事業の取扱い 下水道関係事業の取扱い」について 

 

下水道使用料については、合併年度は現行のとおりとし、平成１８

年度から豊川市の使用料に統一する。 
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報告事項（１）  

 

新市建設計画策定状況について 

 

４．新市の施策 

（１）重点プロジェクト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

（２）分野別主要施策（施策の大綱） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０ 

１）誰もが安全に、安心して暮らせるまちづくり ・・・・ １０ 

（安全・ 安心） 

２）住みなれた地域で健やかに、笑顔で暮らせるまちづくり１２ 

（健康・ 福祉） 

３）充実した生活基盤の中で快適に暮らせるまちづくり１４ 

（建設・ 整備） 

４）一人ひとりが輝き人間らしく暮らせるまちづくり １６ 

（教育・ 文化） 

５）地域の活力が魅力につながる元気なまちづくり ・・ １８ 

（産業・ 交流） 

６）市民、地域とともにつくる協働のまちづくり ・・・・ １９ 

（行政・ 協働） 
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４ 新市の施策          

（１）重点プロジェクト 

 新市の将来像「光と緑に映え、ゆたかで、住みよい、夢のあるまち」の実

現を目指す具体的な施策は、施策の体系に沿った「分野別主要施策」に示さ

れるとおりですが、これらの施策を相互に関連させながら、戦略的に新市の

核・拠点を中心にゾーン間の連携・交流を促進し、新市を特徴づけ、まちの

活力を高める波及効果の大きな事業群を重点プロジェクトとして位置づけ、

事業の推進を図ります。 

 また、新市整備にあたっては、地域再生計画や都市再生計画の積極的な活

用を図る中で、均衡ある整備を進めます。 

 

① 都市基盤整備プロジェクト 

   1 市 1 町の地域間の連携を強め、地域間格差のない一体的な発展を進める

ため、幹線道路の機能強化を図り、住む人の生活環境に配慮した道路ネットワ

ークや公共交通機関の基盤整備を推進します。 

また、社会経済情勢の変化に対応し、自然環境の保全に配慮しつつ、地域の

特性に応じた適切な都市計画により、都市施設整備と一体となった調和のとれ

た秩序ある土地利用や、若者が魅力を感じ、地域で住み続けられる安定した働

く場の確保を目指し、新規企業の立地支援を充実します。 

 

幹線道路網整備事業 

生活道路整備事業 

企業立地支援事業 

情報通信網基盤整備事業 

 

② 生活環境整備プロジェクト 

  誰もが安心して暮らせるよう、公園・緑地の整備や交通安全施設等の整備を進

め、上下水道などの整備と併せ、身近な生活環境の整備を促進します。また、安

全に配慮するため、個人住宅の耐震化支援や災害に強いまちづくりを推進し、安

全安心なまちづくりに努めます。 

 

       交通安全施設整備 

       防災施設・設備整備 

       震災対策 

公園緑地整備事業 

       新エネルギー振興事業 

上下水道整備事業 
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    ③ 健康福祉増進プロジェクト 

  急速な高齢化が見込まれる中で、住民主体の健康づくりを支援し、保健・医療・

福祉サービスの一体的な提供を図る中で、住民がお互いに支えあう、思いやりに

あふれた地域社会の実現を目指します。 

 

医療・救急体制の整備 

子育て支援事業の充実 

     高齢者福祉事業の充実 

     障害者福祉事業の充実 

 小中学校施設整備事業 

 

  ④ 自立協働連携プロジェクト 

    地域特性を活かし、多様な住民ニーズに対応できる自立型社会を目指し、コミ

ュニティを基盤とした地域づくりを推進するとともに、企業、行政、住民それぞ

れが役割や責任を分担し、連携してまちづくりを行う協働型の地域運営を進めま

す。 

 

       市民活動支援事業 

       男女共同参画推進事業 

     市民参画推進事業 

地域情報ネットワーク整備事業 
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（２）分野別主要施策 

１）誰もが安全に、安心して暮らせるまちづくり（安全安心） 

（交通安全） 

交通事故から市民を守るために、幼児、高齢者、障害者などの交通弱者や各世代

に対する交通安全教育、交通安全意識の啓発活動を行うとともに、歩道や街路灯な

ど交通安全施設の整備を進めます。 

 

（防犯） 

犯罪を未然に防止し、地域の安全を確保するため、警察、各種防犯組織、地域住

民、防犯ボランティア等の密接な連携のもと、地域ぐるみの防犯活動を支援します。 

 

（防災） 

東海地震に係る地震防災対策強化地域の指定を踏まえ、小中学校、保育所等公共

施設の耐震対策を実施するとともに、市民との連携・協力体制の整備、防災備蓄庫

などの防災施設の整備充実を図り、強固な防災体制を確立し、災害に強いまちづく

りを推進します。 

 

（消防・救急） 

市民の生命・身体・財産を火災等の災害から守るために、消防施設の整備など消

防力の強化を図り、消防団や市民と協力して防火体制を充実します。また、医療機

関との連携を図り、救急体制の整備を推進します。 

 

（環境保全） 

緑豊かな山や清らかな河川など、地域固有の生態系への理解を深め、将来の子孫

に残すべき大切な財産であるという認識のもと、自然環境の保全を図るとともに、

環境にやさしいくらしの志向など自然保護意識の高揚に努めます。 

 

（ごみ処理） 

廃棄物の発生の抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理という循環型社会形

成促進基本法の趣旨に基づき、ごみ減量化を推進します。また、市民・事業者・行

政がそれぞれの役割に応じた取り組みを進め、地球環境にやさしい循環型社会の形

成に努めます 

 

（排水対策） 

美しい自然環境と快適な居住空間を確保するために、公共下水道、農業集落排水、

合併処理浄化槽などの処理施設の整備を進めます。また、不用となった浄化槽を雨
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水貯留施設への転用費を補助するなど循環型の水環境保全を目指します。 

 

（上水道） 

水需要に対応するため、水源地域と連携し、広域的な水資源の涵養、保全を図る

とともに、給水施設などの計画的な整備を進め、安全で安定した水道水の供給体制

を整備します。 

 

（ユニバーサルデザイン） 

道路や交通施設、公園、公共施設などにおいて、すべての人が利用しやすく、安

全な施設の整備を推進するとともに、行政施策の実施にあたりユニバーサルデザイ

ンの考え方を取り入れます。 

 

（治山・治水） 

浸水被害や土石流、がけ崩れ、地すべりなどの災害防止のため、河川事業や治山・

砂防事業を推進します。 

主要事業 事業の内容 備考 

交通安全施設整備 交通安全施設の維持補修及び整備  

防犯対策の推進 防犯ボランティア活動支援  

防災施設・設備整備 緊急用資材備蓄庫整備、防災無線の充実検討  

震災対策 防災ボランティア育成支援 

民間木造住宅耐震改修支援 

 

公共施設耐震対策 小中学校等公共施設の耐震対策 

橋りょうの耐震対策 

 

救急体制の充実 高規格救急車の整備及び適正配置  

消防施設整備 消防車両の更新等消防施設・装備の整備 

防火水槽の設置等消防水利の整備 

 

ごみ減量化推進事業 有価物回収事業支援 

リサイクルセンター整備検討 

 

公園緑地整備事業 スポーツ公園整備事業 

御油松並木公園（仮称）整備事業 

大木地区街区公園、一宮東部地区公園整備 

 

水環境創造事業 浸透式雨水桝の設置事業  

新エネルギー振興事業 太陽光等新エネルギーの利用促進  

下水道整備事業 公共下水道事業  

上水道整備事業 配水管新設事業  

水道施設地震対策事業 耐震管敷設及び水道施設耐震補強  

ユニバーサルデザイン

推進事業 

誰もが利用しやすい施設の整備 

人にやさしいまちづくりの推進 
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河川改修事業 河川改修事業の実施 

洪水ハザードマップの作成検討 

河川洪水予測システムの導入検討 

 

２）住みなれた地域で健やかに、笑顔で暮らせるまちづくり（健康福祉） 

（健康づくり） 

日常生活における健康づくり等に対する支援を推進するため、既存の保健センタ

ー等の機能充実・ネットワーク化を図るとともに、心と体の健康問題に的確に対応

するため、相談機能の充実を図り、市民が健康づくりに取り組みやすい環境を整備

します。 

 

（医療） 

多様化・高度化する医療ニーズに対応した適切なサービスが提供できるよう医

療・救急体制の整備・充実を図ります。 

また、医療機関相互の連携を促進し、地域の医療・救急水準の向上に努めます。 

 

（子育て支援） 

子どもが健やかに育つように、保育所の機能充実を図るとともに、身近で安全に

遊べる児童館・児童遊園・ちびっこ広場等の整備に努めます。 

地域と家庭、各種施設やボランティアとの連携によって、地域全体で子育てを支

える環境・体制づくりを進めます。 

 

（高齢者福祉） 

高齢者が住みなれた家庭や地域で、安心して暮らすことができるよう、介護保険

サービスの利用促進を図るとともに、介護予防・生活支援といった観点から、さま

ざまな施策を展開します。 

 

（障害者福祉） 

障害のある人が、地域の中で自立し、安心して暮らすことのできる社会を実現す

るために、バリアフリーのまちづくりを進め、交流活動や就労の支援により障害者

の社会参加を進めます。 

また、障害に応じた福祉サービスを選択できる支援費制度の有効活用を促進する

とともに障害者福祉施設などの整備を促進します。 

 

（自立支援） 

生活保護の適正な実施に努めるとともに、被保護世帯の社会的自立を促すため、

日常の生活指導の充実を図ります。また、民生委員や関係機関との連携を密にして、

状況の把握に努め、生活保護に至らない低所得世帯に対しては、各種の貸付制度の
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効果的な活用を図るとともに、各種の相談事業の充実に努めます。 

 

（地域福祉） 

地域ボランティアの育成に努め、リーダーの育成や活動を支援するとともに、社

会福祉協議会が地域福祉活動推進の中核的な役割を発揮できるよう財政援助などの

支援をします。 

 

（市民相談） 

身内では対応が難しい悩みや様々な問題の早期解決を図るため、多様な相談の機

会の確保や専門的な相談に応じられる体制の充実など、関係機関との連携の下で利

用しやすい相談体制の確立を図ります。 

主要事業 事業の内容 備考 

健康づくり推進事業 保健計画の策定及び健康相談の充実  

医療・救急体制の整

備 

新市民病院整備事業  

高齢者福祉施設の整

備充実 

介護保険適用施設の整備支援  

子育て支援事業の充

実 

保育所の改築整備 

児童館整備事業 

子育て支援センター事業の充実 

ファミリーサポートセンター事業の充実 

次世代育成支援対策地域行動計画の実施 

 

高齢者福祉事業の充

実 

福祉施設の利用促進（ふれあいセンター・いか

まい館） 

在宅福祉事業の実施 

・ まごころ給食サービスの実施 

・ 介護者リフレッシュ事業 

・ 家具転倒防止器具取付事業等 

 

障害者福祉事業の充

実 

障害者福祉計画の策定 

在宅福祉事業の実施 

・ 住宅リフォーム助成事業 

・ 福祉タクシー助成事業 

・ 手話奉仕員派遣事業 

・ ガイドヘルパー派遣事業 

地域福祉センター事業の実施 

障害者歯科検診事業の実施 

 

地域福祉事業の充実 地域福祉ボランティアの育成支援  

市民相談窓口の充実 利用しやすい相談体制の確立  
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３）充実した生活基盤の中で快適に暮らせるまちづくり（建設整備） 

（都市景観） 

わかりやすい案内標識や民間の景観形成の誘導、歴史的景観の保存整備など快適

な景観づくりを推進します。 

 

（市街地形成） 

増加する住宅需要に対応するため、土地区画整理事業など面的な整備を推進し、

良好な市街地の形成を図ります。 

 

（幹線道路） 

市街地の混雑を緩和し、機能的な道路網を確保するため、国道・県道など新市の

内外を結ぶ幹線道路網と接続道路の整備を促進します。 

また、都市計画道路などの整備推進を図り、計画的な整備を進めます。 

 

（生活道路） 

生活道路における交通の安全性、快適性を高めるために、車道と歩道の分離、段

差の解消、幹線道路網との連携強化及び危険箇所の点検を実施し、必要な安全施設

の整備を図ります。また、車両の大型化や交通量の増大に対応するため、橋りょう

の整備や維持補修を図ります。 

 

（公共交通） 

鉄道の利便性向上と利用の促進を図るため、列車運行の増便等について関係機関

に働きかけます。また、身近な交通手段である路線バスの維持・拡充に努め、コミ

ュニティバスなどきめ細かな生活交通手段の検討を行います。 

 

（公園緑地） 

既成市街地や集落などの居住地がカバーできるよう土地区画整理事業区域などに

おいて公園･緑地のバランスの良い配置に努めます。 

また、本宮山など地域資源の保全と活用を図り、地域一体を里山として整備しま

す。 

 

（緑化） 

公共施設や市街地の緑化を進め、適正な維持管理を行うとともに、市民にこれら

への積極的な参加を呼びかけます。 

 

（住宅） 

公営住宅について、高齢者や障害者に配慮した改修を進めます。また、一般住宅
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についても、高齢者や障害のある方でも安全で快適に暮らすことのできるようバリ

アフリー住宅の整備促進やリフォーム支援を図ります。 

 

（河川環境） 

佐奈川、帯川などの地域の豊かな自然環境を形成する河川については、身近に水

辺に親しめる機会を増やすため、歩いて楽しいまちづくりを進めるとともに、豊川

については緑地の整備などうるおいある環境整備を進めます。 

 

主要事業 事業の内容 備考 

都市景観整備事業 統一的なデザインによる案内標識整備  

市街地形成促進事業 土地区画整理事業 

市街地再開発事業 

 

幹線道路網整備事業 都市計画道路の整備  

生活道路整備事業 生活道路の新設・改良  

交通安全施設整備 交通安全施設の維持補修及び整備 再掲 

公共交通手段の充実 コミュニティバスの運行検討  

公園緑地整備事業 スポーツ公園整備事業 

御油松並木公園（仮称）整備事業 

大木地区街区公園、一宮東部地区公園事業 

再掲 

道路緑化事業 植樹帯維持管理事業  

公共施設緑化事業 公共施設緑化等の維持管理  

公営住宅改修事業 バリアフリー対応公営住宅への改修  

住生活バリアフリー支

援事業 

高齢者、障害者のリフォーム支援  

河川環境整備事業 歩いて楽しいまちづくりの推進  
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４）一人ひとりが輝き人間らしく暮らせるまちづくり（教育文化） 

 

（幼児教育） 

幼児がより良い環境で適切な教育ができるよう幼稚園への支援を継続します。 

 

（学校教育） 

多様化する教育ニーズに対応するため、少人数学級の拡充や、総合的な学習の時

間の充実などを図ります。特に、英語指導助手の増員や中学生の海外派遣など国際

理解教育の事業推進に努めます。 

また、学校安全対策の一環として、教育施設の耐震整備を図るとともに、授業に

集中できるよう教育環境設備整備の検討を行います。 

学校給食については、既存施設の改修も含めた給食調理施設の整備充実を図りま

す。 

 

（高等教育） 

将来の社会の担い手である人材を育むために、高等学校や専修学校と地域社会と

の連携を密にするとともに、新たな高等教育機関の整備についても研究します。 

 

（生涯学習） 

学習意欲の多様化、高度化に対応するため、図書館などの生涯学習施設の整備を

進めるとともに公民館の機能強化及び施設のネットワーク化を推進します。 

また、学習活動を効果的に展開するため、リーダーの育成と研修を進め、学習機

会と情報の提供に努めます。 

 

（文化財） 

天然記念物・歴史的価値の高い建造物、伝統芸能や祭りなどの文化財の保護・保

存に努めるとともに、埋蔵文化財の適切な調査を推進し、郷土の歴史と文化に対す

る市民の理解と意識の高揚を図ります。 

 

（スポーツ活動） 

市民のスポーツ活動を支援するため、体育施設・スポーツ公園等の整備に努める

とともに、スポーツ団体の支援やニュースポーツの普及と指導者の育成を図り、誰

もが楽しめるスポーツの機会の創出に努めます。 

 

（文化芸術） 

文化芸術活動の拠点となる施設の整備充実に努めるとともに、活動の場や発表の

機会の充実を図り、文化団体、文化活動の支援に努めます。 
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地域特性あふれるまつりなど、文化的イベントへの支援を推進し、うるおいある

地域づくりに努めます。 

 

 

主要事業 事業の内容 備考 

小中学校施設整備 教育環境施設整備事業 

屋内運動場改修事業 

小中学校施設の耐震対策 

 

教育内容充実事業 コンピュータ等を活用した情報教育の充実 

少人数学級の拡充 

 

国際理解教育の充実 中学生海外派遣事業の実施  

給食調理施設の整備 給食調理施設の整備充実  

生涯学習施設整備 図書館整備事業 

公民館整備事業 

 

文化財保護保存事業 三河国分寺跡整備事業 

御油の松並木保存整備事業 

 

スポーツ施設整備事業 スポーツ公園の整備 再掲 

文化活動支援事業 文化団体の活動支援  

文化施設整備事業 文化会館の機能充実 

地域文化広場の機能充実 
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５）地域の活力が魅力につながる元気なまちづくり（産業交流） 

（農林業振興） 

農業経営の安定と生産性の向上を図るため、基盤の整備、近代化、合理化を推進

し、環境保全型農業や直売施設の充実促進など、魅力ある農林業の振興を図ります。

また、適切な森林環境を保全・育成するよう事業促進に努めるとともに、レクリエ

ーション・学習の場としての機能開発を進めます。 

 

（工業振興） 

新市の特性である広域的な交通条件を生かした新たな企業用地の開発を行い、都

市環境と調和のとれた工業の発展を図ります。また、厳しい経営環境の下にある中

小企業の経営基盤の安定、強化に努めるとともに、立地企業に対する支援を充実し、

就業機会の拡大と雇用の安定確保に努めます。 

 

（商業振興） 

再開発等による商業施設の整備を推進し、観光との連携によるにぎわいの創出を

図ります。また、地域に根ざした商業地づくりを推進するため、消費者ニーズに対

応した魅力ある商店街づくりへの支援を行います。 

 

（観光振興） 

新たな観光資源の開発に努めるとともに、豊川稲荷や本宮山県立自然公園並びに

本宮の森（本宮の湯）などの観光ネットワークを充実し、奥三河や信州などとの連

携も図る中で、観光機能の充実、集客力の強化を図ります。また、農業生産額の多

い地域であることから、農業公園としての地域整備も検討します。 

 

（勤労者福祉） 

勤労者が安心して働くことができるよう、関係機関との連携の下に、雇用の安定

と福利厚生の推進に努めます。 

主要事業 事業の内容 備考 

農業基盤整備事業 排水路改修事業  

工業立地基盤整備事業 企業誘致による産業集積の促進 

工業用地開発調査研究事業 

 

企業立地支援事業 新規立地企業に対する支援制度充実  

商業空間整備事業 利便性の高い商業集積の調査研究  

環境保全型農業の推進 総合有機センター建設支援  

観光施設整備事業 「本宮の森」周辺整備事業 

「豊川稲荷」周辺整備事業 

観光ネットワークの形成事業 
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６）市民、地域とともにつくる協働のまちづくり（行政協働） 

 

（市民活動） 

ボランティア・NPO などのまちづくり団体の自主的で多様な活動の支援に努め、

自立した地域づくりを促進するとともに、地域に密着した町内会活動を支援し、そ

の拠点となるコミュニティ施設の整備充実を図ります。 

また、新市の特色ある発展を図るため、まちづくりのための基金を積み立て、新

たなまちづくりに取り組みます。 

 

（国際交流） 

国際交流ボランティアや団体の育成と支援に努めるとともに、交流機会の充実を

図り、国際社会に対する正しい理解と国際感覚を身に付けた人材を育成します。ま

た、姉妹都市交流を促進するとともに、あらたな交流の調査研究を進めます。 

 

（男女共同参画） 

学校・家庭・社会教育などを通じて、男女共同参画社会の形成に向けた啓発を推

進します。 

 

（広報広聴） 

合併後の新市が地域の特色を活かしながら、自立した個性的なまちづくりを進め

ていくためには、地域の意思を施策に反映することがますます重要になってきます。

そのため、多様な市民ニーズを的確に把握し、行政情報を市民に対して提供するシ

ステムの充実を図ります。 

 

（情報化） 

情報通信技術を活用し、生活の利便性を高める市民サービスの提供を支援する行

政情報管理システムを効率的かつ効果的に構築し、利用しやすい電子自治体の実現

を目指します。 

 

（行政改革） 

合併の効果を最大限に発揮するとともに、主要課題に柔軟に対応できる行政を実

現するために、組織・機構のあり方の見直しや指定管理者制度の有効な活用を進め

ます。また、行政評価システムのさらなる活用を図るなど、自立経営型自治体を目

指し、職員の政策形成能力やコスト意識を高めます。 

 

（組織・人事） 

本格的な地方分権社会に対応するため、行政の企画立案能力や総合調整機能の強
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化を図るため、管理部門を集約するとともに、情報ネットワークを最大限に活用し、

効果的な組織づくりを進め、市民サービスを提供する体制を整備していきます。ま

た、市民の利便性や利用動向に配慮しながら、段階的に組織・機構の見直しを進め

ます。なお、職員数については、退職補充の抑制や勧奨退職制度の活用により定員

管理の適正化に努めます。 

 

（財政運営） 

多様化する市民ニーズに対応するとともに、新市における地域格差の是正に積極

的にとりくみ、さらなる発展に向けて施策を推進するとともに、行財政の効率化に

よる財源を活かし、地方債残高の減少など、財政の健全化に努めます。 

 

主要事業 事業の内容 備考 

市民活動支援事業 市民活動拠点施設の整備充実 

体験型講座の充実実施 

 

まちづくり推進事業 まちづくり基金（仮称）の創設  

男女共同参画事業 人材育成講座やフォーラムの開催  

情報通信網基盤整備 地域イントラネット活用事業の充実  

コミュニティ施設整備 コミュニティ施設の整備検討  

市民参画推進事業 まちづくり基本条例（仮称）の策定 

地域審議会等の設置運営 

 

行財政効率化事業 行政経営戦略プランの策定 

職員定員適正化計画の策定 

財政健全化計画の策定 

 

地域情報ネットワーク

整備事業 

民間通信基盤網の整備促進 

ケーブルテレビを活用した情報提供の検討 
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報告事項（２） 

ま ち づ く り 講 演 会 実 施 要 領 

 

１ 目 的 

地方分権の時代を迎え、より効率的な行政が求められている中で、新しいまちづくりと

して豊川市と一宮町の合併協議が始まっている。 

講演会を通して、他地域の合併協議の状況を聞くことにより、豊川市と一宮町の合併に

対する理解を深めてもらうことを目的とする。 

 

２ 日 時 

  平成１７年１月１７日（月） 午後７時００分から 

 

３ 会 場 

  一宮町文化会館 集会室 

 

４ 内 容 

・開会あいさつ 

・講演 

「合併からまちづくりへー浜松の事例から豊川・一宮の未来を考えるー」 

   講師：静岡文化芸術大学副学長 上野
う え の

 征
ゆき

洋
ひろ

 氏 

・質疑応答 

 

５ 周知方法 

・ 合併協議会ホームページに掲載 

・ 一宮町防災行政無線 

・ その他 

 

６ その他 

・ 手話通訳と託児を行う。 
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報告事項（３） 

住民説明会実施要領 

１ 目的 

地域住民に対して、合併の必要性並びに主要な合併協定項目及び新市建設計

画の内容を説明することで、豊川市と一宮町の合併に対する理解を深めてもらうこと

を目的とする。 

 

２ 実施時期 

平成１７年２月３日（木）～２月１１日（金） 

平日及び土曜日は午後 7 時から 9 時、祝日は午後 2 時から 4 時 

 

３ 実施回数 

総計６回（内訳 豊川市３回、一宮町３回） 

 

４ 会場 

月     日 時     間 会      場 

平成１７年２月３日（木） 午後 7 時～９時 一宮町文化会館集会室 

平成１７年２月４日（金） 午後 7 時～9 時 一宮町文化会館集会室 

平成１７年２月５日（土） 午後 7 時～9 時 一宮町文化会館集会室 

平成１７年２月８日（火） 午後 7 時～9 時 国府市民館集会室 

平成１７年２月９日（水） 午後 7 時～9 時 地域文化広場会議室 

平成１７年２月１１日（金） 午後 2 時～4 時 豊川市文化会館大会議室 

 

５ 実施内容 

① 開会あいさつ：会長及び開催地首長 

② 合併協議会の状況報告：事務局 

③ 新市建設計画及び合併協定項目の説明：事務局 

④ 質疑応答：会長、委員、幹事及び事務局 

 

６ 出席者 

① 会長 

② 開催地の首長及び助役 

③ 開催地選出の合併協議会委員 

④ 開催地の幹事 

⑤ 合併協議会事務局長及び職員 

 

７ 周知方法 

・ 合併協議会だよりに記事掲載 

・ 豊川市及び一宮町広報に記事掲載 

・ 合併協議会ホームページに掲載 

・ その他 

 

８ その他 

・ 2 月 11 日豊川市文化会館開催については、手話通訳と託児を行う。 
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提案事項（1） 

 

「新市の事務所の位置」について 

 

 新市の事務所の位置は、豊川市諏訪一丁目１番地とする。 

 現在の一宮町役場については、当分の間、総合支所として活用する

こととし、概ね合併後５年を目処に庁舎の活用方法を含め、機能の見

直しを行うものとする。 
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提案事項（2） 

 

「町名・字名の取扱い」について  

 

 現在の豊川市の町・字の区域及 び名称は、現行のとおりとする。 

 現在の一宮町の町・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。 
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提案事項（3） 

 

「一部事務組合等の取扱い」について 

 

(1) 一部事務組合 

一宮町は合併の前日をもって豊川宝飯衛生組合及び愛知県市町

村職員退職手当組合を脱退する。 

(2) 協議会 

一宮町は合併の前日をもって宝飯地区広域市町村圏協議会、東三

河地方教育事務協議会及び宝飯郡視聴覚ライブラリー協議会を脱

退する。 

(3) 共同設置機構 

一宮町は合併の前日をもって宝飯郡介護認定審査会を脱退する。 

(4) 事務委託 

一宮町は合併の前日をもって、豊川市に対する消防事務、愛知県

に対する公務災害補償認定委員会、公務災害補償審査会及び公平委

員会の事務の委託の規約を廃止する。 

(5) 土地開発公社 

一宮町の出資金を新市に引き継ぐものとする。 

(6) 共済組合 

一宮町は合併の前日をもって愛知県市町村職員共済組合を脱退

する。 



26 

提案事項（4） 

 

「消防団の取扱い」について 

 

 消防団は合併時に豊川市消防団に統合する。なお、分団等の組織は、

当分の間は現行のとおりとし、合併後、組織体制のあり方について検

討するものとする。 
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提案事項（5） 

 

「国民健康保険事業の取扱い」について 

 

国民健康保険制度については、豊川市の例により保険料とする。 

保険料率については、豊川市の例により統一する。ただし、現在の

一宮町の地域については、合併する年度及びこれに続く５年度は、不

均一の賦課とする。 

結核医療付加金支給事務については、豊川市の例により市域全体で

実施する。 
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提案事項（6） 

 

「各種事務事業の取扱い 福祉関係事業」について 

 

(1) 福祉医療 

   両市町で差異のある事業については、次のとおり取り扱うものと

する。 

     精神障害者医療費支給事業については、豊川市の例による。 

(2) 保育事業 

   保育料及び主食代（３歳以上）については、豊川市の例による。 

   乳児保育、障害児保育及び延長保育については、豊川市の例によ

る。ただし、障害児保育及び延長保育に係る指定園については、新

市において調整するものとする。 

放課後児童健全育成事業（児童クラブ）については、現行のとお

りとする。 

(3) 高齢者福祉事業 

   両市町で差異のある事業については、次のとおり取り扱うものと

する。 

ア 在日外国人高齢者福祉手当 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

イ 在宅寝たきり高齢者等介護者手当 

       新市においては実施しない。ただし、現在の一宮町の地域につ

いては、合併する年度及びこれに続く３年度は、現行のとおりと
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する。 

ウ 介護用品支給事業 

       豊川市の例による。 

エ 高齢者住宅整備資金償還利子補給事業 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

オ 理容サービス事業 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

カ ひとり暮らし老人ガス安全対策事業 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

キ 介護者リフレッシュ事業 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

ク 敬老金支給事業 

       豊川市の例による。 

(4) 障害者福祉事業 

   両市町で差異のある事業については、次のとおり取り扱うものと

する。 

ア 入浴サービス事業 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

イ 障害者住宅整備資金償還利子補給事業 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

ウ 重度身体障害者住宅リフォーム助成事業 

       豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 
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エ 身体障害者自動車改造費助成事業 

   豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

オ 生活福祉資金償還利子補給事業 

   豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

カ 在日外国人障害者福祉手当 

   豊川市の例により、市域全体で実施するよう調整する。 

キ 障害者手当 

   豊川市の例による。ただし、現在の一宮町の地域においては、

身体障害者手帳１級～３級及び療育手帳Ａに係る手当額につい

ては、合併する年度及びこれに続く３年度は、現行のとおりとす

る。 

(5) 児童福祉事業 

新市における単独の遺児手当については、愛知県遺児手当の基準

により実施することとし、手当額については、豊川市の例による。

ただし、現在の一宮町の地域においては、現行の支給基準に該当す

る受給者の育成手当額については、合併する年度及びこれに続く３

年度は、現行のとおりとする。 


