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豊川市・小坂井町合併協議会第１回会議 会議録 

 

日 時  平成21年６月26日（金）午後１時30分開会 

会 場  豊川市役所 本庁舎３階 協議会室 

 

◎出席者 

・会長 

豊 川 市 長        山 脇   実 

 

・委員 

１号委員（副会長） 

小 坂 井 町 長       伊 藤 憲 男 

２号委員 

豊川市副市長       竹 本 幸 夫 

小坂井町政策調整監    平 松 録 一 

３号委員 

豊川市議会議長      坂 本 松次郎 

小坂井町議会議長     大 場 昌 克 

４号委員 

豊川市議会副議長     野 中 泰 志 

小坂井町議会副議長    杉 浦 光 彦 

５号委員 

豊川市 学識経験者    井 上   久 

豊川市 学識経験者    白 井 俊 子 

小坂井町 学識経験者   神 谷 洋 右 

小坂井町 学識経験者   杉 江 博 美 

参与 

愛知県総務部市町村課 

市町村行政・合併支援室長
石 原   徹

◎欠席者 

なし 

 

出席した事務局職員 

事務局長   渥美 昌之  （豊川市） 

事務局次長  櫛田 正人  （豊川市） 

主査     手塚 巧朗  （豊川市） 

主任     稲垣 紀子  （小坂井町） 

主事     岡本 邦英  （小坂井町） 
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議事日程 

１ 開会 

２ 正副会長あいさつ 

３ 委員、参与及び事務局職員紹介 

４ 来賓あいさつ 

５ 報告事項 

(1) 豊川市・小坂井町合併協議会設置までの経緯について 

(2) 豊川市・小坂井町合併協議会設置に関する協議書について 

(3) 豊川市・小坂井町合併協議会規約に関する協議書について 

(4) 豊川市・小坂井町合併協議会幹事会設置要綱について 

(5) 豊川市・小坂井町合併協議会専門部会設置要綱について 

(6) 豊川市・小坂井町合併協議会分科会設置要綱について 

(7) 豊川市・小坂井町合併協議会事務局規程について 

(8) 豊川市・小坂井町合併協議会財務規程について 

(9) 豊川市・小坂井町合併協議会委員等の費用弁償等に関する規程に

ついて 

６ 協議事項 

(1) 豊川市・小坂井町合併協議会運営規程（案）について 

(2) 豊川市・小坂井町合併協議会会議傍聴規程（案）について 

(3) 平成21年度豊川市・小坂井町合併協議会事業計画（案）について 

(4) 平成21年度豊川市・小坂井町合併協議会会計予算（案）について 

(5) 合併協定項目（案）について 

(6) 「合併の方式」について 

(7) 「合併の期日」について 

(8) 「新市の名称」について 

(9) 「新市の事務所の位置」について 

(10) 「議会議員の定数及び任期の取扱い」について 

(11) 「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」について 

(12) 「一般職の職員の身分の取扱い」について 

(13) 「地方税の取扱い」について 

(14) 「財産及び債務の取扱い」について 

(15) 「特別職の職員の身分の取扱い」について 

(16)  新市基本計画について 

７ その他 

(1)合併協議会第２回会議について 

日時 平成２１年７月７日（火）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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事 務 局   皆様、大変長らくお待たせをいたしました。 

本日は、お忙しい中お集まりいただき、まことにありがとうございま

す。 

本日の進行役を務めさせていただきます合併協議会事務局の渥美と申

します。どうぞよろしくお願いいたします。 

なお、本日の会議の座席につきましては、１号委員から５号委員の順

に指定させていただいております。 

合併協議会委員の委嘱状につきましては、時間の都合上、前もってお

手元にお配りさせていただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

また、会議の開催に当たりましては、後ほど傍聴規程の協議をお願い

いたしますが、委員の皆様から事前に傍聴についてお許しをいただいて

おりますので、会議の初めから傍聴人の方にご入室いただいております

ことをお断りさせていただきます。 

本日の会議は、おおむね４時ごろの終了を予定としております。皆様

方のご協力を賜り、円滑に会議を進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、定刻となりましたのでただいまから豊川市・小坂井町合併

協議会第１回会議を開会させていただきます。 

始めに、開会に当たりまして、正副会長からそれぞれごあいさつを申

し上げます。 

なお、正副会長につきましては、合併協議会規約第６条により、会長

は豊川市長、副会長は小坂井町長とされております。 

始めに、当協議会の会長であります山脇実豊川市長がごあいさつ申し

上げます。 

 

会長（豊川市長） 皆さん、こんにちは。会長をお引き受けしております、豊川市長

の山脇でございます。 

記念すべき豊川市・小坂井町合併協議会第１回の会議を開催するにあ

たりまして、ひと言ごあいさつ申し上げます。 

本日は、ご参加の委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、

当協議会の委員をお引き受けいただき、また、急な参集依頼にもかかわ

らずご出席を賜りましたことを、まずもって厚くお礼を申し上げます。 

また、今日は、ご来賓として地元選出の小林功県議様、さらには、愛

知県総務部長の島田様にご臨席を賜りまして、心からお礼を申し上げま

す。 

本日、このように豊川市と小坂井町との間における合併協議会が開催

されるわけでございますが、両市町にとりまして歴史的な第一歩を踏み

出すという意味におきまして、非常に意義深い日になろうかと感慨ひと



4 

しおでございます。 

振り返りますと、平成13年の11月に豊川市と宝飯郡４町による合併協

議会が設置をされました。このときは協議が整わず、平成16年３月にこ

の合併協議会の解散という結果に終わった訳ですが、その後、本市は平

成18年２月に一宮町と、平成20年１月には音羽町及び御津町と合併し、

今日の豊川市を形成するに至っております。 

この地域は、その昔、「穂の国」と呼ばれ、元来ここに住む人々の生

活や文化様式は一つでありましたし、現在においても同一の生活圏を形

成していると言っても過言ではありません。また、近年では、行政の枠

を超えて、ごみ処理業務や消防業務など、互いの力を合わせて効率的に

業務を遂行してきた実績があります。 

このような背景があるせいでしょうか、本市と先に合併した宝飯郡３

町との間においては、合併から日はまだ浅いですが、「これまでの合併

の流れは自然な流れだ」、「合併してよかった」という感想を持った方の

声が多く寄せられます。このような声をお聞きしますと、新市住民の

「融和」に向けた動きが着実に、一歩一歩進んでいるのだなと感じられ

る今日この頃でございます。 

このような中、宝飯郡で唯一残った小坂井町がこのままの状態でいる

ことには、いささか違和感を感じていたところではございますが、昨年

の７月に小坂井町長さん、小坂井町議会議長さんが、本市に対して合併

の申し入れをなさいました。 

小坂井町さんにおかれましては、ここに行き着くまでの道のりは大変

厳しいものがあったことと思われますが、地元住民の皆さんはもとより、

町議会議員の皆さんや町の職員各位のご努力、さらには県の関係される

皆さんのご尽力など、非常に多くの方々のお力によって今日の日を迎え

ることができたと、敬意を払うとともに、深く感謝を申し上げたいと存

じます。 

すでにご案内のとおり、小坂井町さんから合併協議の申し入れを頂い

た後、事務方の組織であります豊川市・小坂井町合併研究会を設置し、

両市町の合併に伴う課題の抽出とあわせて、合併するとした場合におけ

る事務事業等の調整方針について検討を行っております。 

この調整方針を検討するにあたっては、私は、一貫して、「行政制度

等は豊川市に合わせ」、「合併に伴う激変緩和措置は設けない」という方

針を基本に、各種調整をお願いしてきた経緯がございます。これは、合

併後の新市の融和をいち早く進めることを主な目的としているとともに、

合併の効果についても早い段階から発揮できることを踏まえたうえでの

考えでございます。 

研究会の報告書につきましては、去る４月28日に公表をされています

が、小坂井町さんにおかれましては、私のこの基本スタンスを充分お汲
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み取りいただき、多くの調整事項をまとめ上げてきてくれました。 

このようなご努力の積み重ねを踏まえて、今後は、本協議会において、

合併研究会で導き出されました方針に基づいて調整内容を確認していく

ことになり、このことを勘案しますと、本協議会の主な役割は、従前の

合併協議会とは異なり、新市基本計画の策定が主なものになるというふ

うに考えられます。 

本日を皮切りに、限られた時間内で新市基本計画をはじめとした、合

併に伴う必要な事柄をまとめあげていくことになりますが、委員各位の

ご協力を賜り、スムーズな協議を進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

さて、本市は、平成13年から今日に至るまで、多くの合併協議を行っ

てまいりました。今回の合併は、平成の大合併と言われる、いわゆる現

行の合併特例法上においては、この地域における最後の合併になろうか

と思われます。 

本市は、短い期間で多くの合併を経験したことによりまして、ある意

味では、合併が理由となって新たな政策転換に向けた取り組みが遅れが

ちになっていた向きが指摘をされることがあります。しかしながら、私

自身としましては、合併に伴って市域や人口等の規模の拡大により、実

は新しいまちづくりの可能性が何倍にも膨らんでいるのだと、確信して

います。 

今後の新しい豊川市をつくるために、これにかかわる地域の方々がど

うやって自分たちのまちをつくっていこうか、さらには郷土を愛する気

持ちをどのような形で表現しようか、このようなことが新市のまちづく

りには必要不可欠な要素であると思います。 

場合によっては、合併に伴って問題が出てくることも想定されます。

そのような時に、今を生きる私たちが、この問題を真摯に受けとめ、そ

して改善、改革をしていく中で、責任を持って次の世代に引き継いでい

くことができれば、新市のまちづくりも成功への道を歩んでいくことに

なると思います。 

このような意味において、本日ご参加いただいた皆様方には、「自分

たちのまちは自分たちでつくる」といった、いわば「まちづくりの原

点」を十分ご認識をいただいたうえで、ご協力を賜りたいとお願い申し

上げ、私のごあいさつとさせていただきます。 

ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

事 務 局   ありがとうございました。 

それでは、引き続きまして、副会長の伊藤憲男小坂井町長がごあいさ

つを申し上げます。 

 

副会長（小坂井町長） 皆さん、こんにちは。副会長を仰せつかりました、小坂井町



6 

長の伊藤でございます。 

ご紹介をいただきましたので、一言ごあいさつを申し上げます。 

私ども多くの町民の願いがかない、ようやくにして本日、第１回目の

豊川市・小坂井町合併協議会が開催される運びとなりましたことに、豊

川市長さん初め市ご当局、市議会並びに市民の皆様に心から感謝とお礼

を申し上げる次第でございます。 

私といたしましては、これまでの道のりは、長い道のりではあったか

と思いますが、今にして振り返れば、いろいろございましたが、ここま

でのプロローグであったのかなと、そんなふうに思っておりまして、感

慨ひとしおでございます。 

先ほども、会長さんであります市長さんからもご紹介がございました

けれども、平成13年から始まりました当時の豊川市と宝飯郡４町の合併

協議につきましては、平成16年２月の住民意識調査の結果、私ども小坂

井町は約53％が合併に賛同いたしましたが、２町において反対が賛成を

上回り、この合併協議は破綻をいたしました。 

その後、小坂井町では、平成18年６月に約4,600人の署名による豊川

市と合併を求める請願書が町議会に提出をされました。その議決内容に

よりまして、同じ年の11月から12月にかけまして、町内、15区ございま

すが、15区それぞれを回りまして、豊川市への編入合併の必要性につい

て住民説明会を開催いたしまして理解を求め、翌19年２月に住民意識調

査を行いました。その結果は、約72％が合併に賛同するとの高い支持を

受けました。 

そういう状況から、同じ年の３月、町議会の定例会、この冒頭におき

まして、豊川市に合併を求める決議が全会一致で可決をされました。 

その後、時間の経過とともに、いろいろな経緯がございましたが、昨

年の７月23日に豊川市のご理解をいただきまして編入合併協議の申し入

れを行うことができました。 

私といたしましては、こうした経緯を踏まえるとともに、急速な少子

高齢化の進行や、地方分権型社会の進展、今日の小坂井町が置かれてい

る状況等を考察したとき、合併することが最大の行政改革であり、将来

へのまちづくりとして新市への展望に大きく期待を寄せるものでありま

す。 

ご来賓の小林県会議員様、愛知県総務部の島田部長様のご支援をお願

い申し上げますとともに、改めて豊川市、小坂井町の関係者の皆様に感

謝とお礼を申し上げる次第でございます。 

本合併協議会に臨み、副会長として会長さんを補佐するとともに、円

満な合併協議の推進に努めてまいる所存でありますので、よろしくお願

い申し上げまして、あいさつにかえさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 
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事 務 局   ありがとうございました。 

続きまして、委員、参与及び事務局職員の紹介に移らせていただきま

す。 

委員及び参与の名簿をお手元に配付させていただいておりますが、本

日は初めての協議会でございますので、大変恐縮ですが、委員と参与の

皆様にはご自席で簡単な自己紹介をしていただきたいと思います。 

なお、ご来賓の方々につきましては、後ほど私の方からご紹介をさせ

ていただきます。 

それでは、２号委員の豊川市副市長の竹本委員さんから順番に、よろ

しくお願いいたします。 

 

竹本委員   ２号委員、豊川市副市長の竹本です。私はこれまでも合併の場に関わ

ったことがあります。これが最後の合併協議になるのかなと思っており

ますが、皆さんとともに真剣に協議して、いい合併にしたいと思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 

平松委員   同じく２号委員でございます、小坂井町の政策調整監、平松と申しま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

坂本委員   ３号委員の豊川市議会議長の坂本です。よろしくお願いします。 

 

大場委員   同じく３号委員の、小坂井町議会議長の大場でございます。よろしく

お願いいたします。 

 

野中委員   ４号委員の豊川市議会副議長の野中泰志であります。どうぞよろしく

お願いします。 

 

杉浦委員   同じく４号議員、小坂井町議会副議長の杉浦といいます。よろしくお

願いいたします。 

 

井上委員   ５号委員の井上久と申します。豊川市の学識経験者代表ということで

すが、現在豊川市連区長会の会長を務めております。よろしくお願いい

たします。 

 

白井委員   同じく５号委員の白井俊子と申します。今、ボランティア連絡協議会

の会長をさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

 

神谷委員   ５号委員の、学識経験者ということになっておりますけれども、小坂

井町の区長会長をいたしております神谷洋右です。よろしくお願いいた
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します。 

 

杉江委員   ５号委員の小坂井町教育委員長を務めさせていただいています、杉江

博美です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

石原委員   参与を務めさせていただきます、愛知県総務部市町村課・市町村行政

合併支援室長の石原でございます。よろしくお願いいたします。 

 

事 務 局   ありがとうございました。 

また監査委員につきましては、豊川市の監査委員でございます荻野良

一様、伊藤勝彦様、米谷俊子様に委嘱をさせていただいております。 

次に、事務局職員でございますが、時間の都合上、お手元に配付して

ございます名簿をもちまして紹介に変えさせていただきます。 

私を含めまして５名の職員が豊川市及び小坂井町から派遣をされてお

り、合併協議会の事務を担当してまいります。何とぞご指導を賜ります

よう、お願いいたします。 

続きまして、本日大変お忙しい中をご来賓の方々にお越しいただいて

おりますので、お言葉を頂戴したいと存じます。まず、地元選出の愛知

県議会議員、小林 功様、よろしくお願いいたします。 

 

愛知県議会議員（小林） 皆さん、こんにちは。 

地元の県会議員の小林でございます。 

委員の皆様、大変ご苦労様でございます。実のある協議をしていただ

いて、順調にこの協議会を進めていただくことを心からご祈念を申し上

げたいと思いますし、また、今まで、本日ここに至るまで本当に多くの

皆さんが、それぞれの立場でご尽力していただいたことに対し、心から

敬意を表し、お礼を申し上げたいと思います。本当にありがとうござい

ました。 

さて、私は、この合併、やっと九合目まで来たかなと。この協議が進

みますと、いよいよ調印式、そして後は県議会の議決だけでございまし

て、本当に長い道のりであったということでございますけれども、私に

とりまして、この合併話、もう四半世紀前からになります。 

私も、実は豊川青年会議所の理事長をしておりました昭和58年、その

ときに、実は合併話をＪＣとして提言して持ち出したのが最初であった

と思います。 

もともと、この宝飯というのが、その昔は宝飫と言われた地域でござ

いまして、今は、御飯の飯という字がついておりますが、昔は食へんに

天という字で宝飫というのが本当でございましたけれども、どの時点で、

誰が間違えたのかわからないが、宝飫が宝飯になってしまったという経
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緯がある地域でございまして、その昔は設楽郡まで、この今の愛知14区

全部が宝飯郡でありました。途中で設楽郡が分離し、そして昭和18年、

この豊川市が市制を施き、昭和30年に蒲郡が市制を施くというような形

で、宝飯４町が残ったわけでございますが、今は小坂井だけというよう

な形になってまいりました。 

そのころ、同じ地域にあって、生活圏域が同じの宝飯と豊川はぜひ合

併すべきだということでございまして、その提言をさせていただきまし

たし、また、当時別々でありました市外局番、特に旧一宮町は053393と

いう長い市外局番がありました。それを統一しようということで、0533、

このときは蒲郡まで入っていただいて、旧宝飯の地域は全部0533に統一

したわけでございまして、この辺からいろいろな合併の動きが出てまい

りましたし、たまたま、きのう農協の総代会がありましたけれども、ひ

まわり農協は20年になります。 

いろいろ、その辺からの動きから始まりまして、農協が合併し、別の

言い方をすればなるべくしてなった合併ではないかなと思いますが、い

ろいろな思いがありまして、大変なご苦労があったと思います。 

何はともあれ、委員の皆様のご尽力によりまして、中身の濃い協議が

なされ、そして予定どおり結論を出していただいて、８月４日に予定さ

れております調印式が立派にできますことを心からご祈念申し上げまし

て、一言あいさつにかえさせていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 

事 務 局   ありがとうございました。 

なお、山本和明様、鈴木彰伯様におかれましては、本日県庁で開催さ

れております議会常任委員会の農林水産委員会、健康福祉委員会にそれ

ぞれご出席ということで、本協議会へのご臨席はいただけませんでした

が、山本和明様からは、本日の会議の開催に当たりまして、「両市町の

合併を通じて足腰の強い新豊川市づくりを進めていくために、県政に対

しても協力、支援の取り組みを強く働きかけてまいります」とのメッ

セージをいただいておりますので、ここにご紹介をさせていただきます。 

続きまして、愛知県総務部長の島田孝一様からお言葉を頂戴したいと

思います。よろしくお願いいたします。 

 

愛知県総務部長（島田） ご紹介いただきました、愛知県の総務部長の島田でござい

ます。お時間をいただきまして、一言お祝いのごあいさつを申し上げさ

せていただきます。 

本日、ここに豊川市と小坂井町両市町によります第１回の合併協議会

が開かれますこと、心からお喜び申し上げます。 

また、皆様方には日ごろから県政各般にわたりまして、ご理解、ご協
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力いただいておりますことを、この場をおかりしまして厚くお礼を申し

上げます。ありがとうございます。 

この地域におきます合併協議の取り組みでございますけれども、先ほ

どからいろいろお話がありましたとおり、これまでさまざまな経緯を経

てきたところでございます。そうした中、本日こうして法定協議会開催

の運びになりましたこと、私としてもまことに感慨深いものがございま

す。 

両市町には、これまで歴史、文化、そして風土、習慣など、さまざま

な違いがあろうかと存じますけれども、お互いが一つに解け合って新た

な道を進んでいこうとすることは大変なことであろうと存じます。しか

し、そこは穂の国、その先に大きなエネルギーが生まれる、そういう期

待がございます。 

そうした中、このたび合併協議を進めることになりましたのは、山脇

市長さん、伊藤町長さん、そして両市町の議会の議長さんを初め議員の

皆様方、加えて地域の住民の皆様方、それぞれの方々の、合併に向けた

大変熱い心とご尽力の賜物であると、深く敬意を表する次第でございま

す。 

さて、皆様にご案内のとおり、市町村合併を含めました基礎的な自治

体、このあり方につきましては、先日６月16日のことでございますが、

国の地方制度調査会が答申を麻生総理に提出をいたしました。 

その答申内容を見ますと、これからの基礎的な自治体のあり方として、

今後の少子高齢化の進行や厳しい財政状況の中でさまざまな課題に対処

し、住民の方々の要請にこたえていくためには、今後とも行財政の基盤、

この充実強化を図っていくことが必要である旨、基本的な認識が示され

ているところでございます。 

そうしますと、その有効な、また有力な手段は何か。まさに、本日協

議がスタートする市町村合併ということになろうかと存じます。ぜひと

も、これからの分権時代にふさわしい自治体づくりに向けまして、実り

ある協議を進めていただきたいと存じます。 

県といたしましても、この合併協議会が円滑に運営をされますよう、

また合併後の新しいまちづくりが順調に進みますよう、できる限りの支

援をしてまいる所存でございまして、今月15日には両市町を愛知県市町

村合併推進構想、この中の構想対象市町村の組み合わせとして位置づけ

て、支援体制を整えて準備をしているところでございます。 

最後になりましたけれども、豊川市と小坂井町が、これまで築き上げ

てこられました地域の歴史や特性を生かしながら、新たな将来像をご検

討いただいて、合併を契機にすばらしいまちづくりを実現されますこと、

これをご期待申し上げまして、お祝いのあいさつとさせていただきます。

本日は本当におめでとうございます。 
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事 務 局   ありがとうございました。 

ご来賓の皆様方は、公務のご都合で途中で退席をされますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

［来賓退席］ 

 

事 務 局   それでは、本日の議事に入らさせていただきます。 

議事の進行につきましては、協議会規約第６条第３項の規定に基づき、

会長にお願いをいたします。 

会  長   それでは、規約に基づきまして議長を務めさせていただきますので、

皆様方のご協力をよろしくお願いいたします。 

本日の会議につきましては、委員11人中全員の出席をいただいており

ます。したがいまして、協議会規約第８条第２項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、会議録署名委員の指名をさせていただきたいと

思います。本日は、竹本幸夫委員と杉江博美委員のご両名にお願いをい

たします。 

それでは、最初に報告事項でございます報告事項(1)「豊川市・小坂

井町合併協議会設置までの経緯について」から報告事項(9)「豊川市・

小坂井町合併協議会委員等の費用弁償等に関する規程について」までを、

一括して事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、報告事項(1)から報告事項(9)までを一括して説明をさせて

いただきます。 

初めに、報告事項(1)豊川市・小坂井町合併協議会設置までの経緯に

ついてを説明させていただきます。 

会議資料の１ページをお開きください。主な事項のみ説明をさせてい

ただきます。 

平成17年４月１日に合併新法が施行されましたが、その後、平成18年

５月25日に小坂井町におきまして豊川市との合併を求める請願書が提出

され、同年10月31日に同町議会におきまして、住民説明会の実施や住民

投票等での住民意識の確認が必要といった附帯項目の決議と合わせまし

て、この請願書が採択をされました。 

これを受けまして、資料２ページの方になりますが、小坂井町におき

ましては、平成19年２月18日に豊川市に合併協議の申し入れをすること

の賛否に関する住民意識調査を実施しました結果、投票率約59％のうち

賛成が約72％得られたことによりまして、同年３月２日に町議会におい

て豊川市と合併協議を求める決議が全会一致で可決され、平成20年７月
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23日に小坂井町長及び同町議会議長から豊川市長及び豊川市議会議長に

対して合併協議の申し入れがなされました。 

これを受けまして、豊川市と小坂井町は７月30日に豊川市・小坂井町

合併研究会を設置しまして、両市町の事務事業を比較するなど、合併に

関する事務レベルの調査研究に着手をいたしまして、平成21年４月28日

に合併に関する議論を進めていく上での課題や合併した場合の事務事業

等の調整方針などを整理をいたしました。 

その整理した内容としまして、豊川市・小坂井町合併協議会報告書が

取りまとめられました。その報告書につきましては、本日の資料として

お配りをしております。 

この研究会での調査研究の結果を踏まえまして、豊川市では５月18日

に、豊川市議会が議会協議会を開催いたしまして、合併協議会を設置す

る場合における合併に係る事前協議事項案などを含めまして、小坂井町

からの申し入れに対する対応を協議し、この申し入れを受けることを決

定いたしました。 

そして翌19日に、豊川市長、副市長、正副議長が小坂井町を訪ねまし

て、同町の申し入れを受ける旨を伝えるとともに、25日に両市町の長及

び議会議長の連盟により、事前協議事項確認書が締結されまして、６月

15日に両市町の議会におきまして、合併協議会設置議案が可決され、６

月16日に豊川市・小坂井町合併協議会が設置されたところでございます。 

なお、愛知県におきましては、６月15日に愛知県合併支援本部が開催

され、愛知県市町村合併推進構想の中で、豊川市及び小坂井町が合併推

進構想対象市町村の組み合わせとして位置づけられております。 

次に、資料３ページになりますが、５月25日に豊川市長、小坂井町長、

豊川市議会議長、小坂井町議会議長との間で交わされた事前協議事項確

認書でございます。 

この確認書の位置づけとしましては、資料４ページになりますが、確

認書の冒頭にありますように、合併協議会の設置に当たりまして、事前

に両市町の間で合併協議の主な項目についてその基本方針を確認したも

のでございます。 

確認事項は、合併の方式を初め、全部で６項目ございます。 

詳細の説明は、時間の都合上割愛させていただきますが、今後の協議

の礎となるものですので、ご確認をいただきますようお願いいたします。 

次に、報告事項(2)豊川市・小坂井町合併協議会設置に関する協議書

についてご説明をいたします。 

資料８ページをごらんください。 

合併協議会設置に関します協議につきましては、豊川市及び小坂井町

の議会において議決を得ましたので、地方自治法の規定に基づき規約を

定め、協議会を置くもので、６月15日に協議を終えているものでござい
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ます。 

９ページは豊川市・小坂井町合併協議会規約です。 

これは、協議会の名称、協議会の所掌事務や組織など、協議会の基本

的なことを20カ条で定めたものでございます。 

協議会の事務は、合併に関する協議や新市基本計画の作成などを掲げ

ております。 

なお、本協議会を設置する際に、両市町の議会におきまして、この規

約も含めて議決をいただいているところでございます。 

次に、11ページをごらんください。 

報告事項(3)豊川市・小坂井町合併協議会規約に関する協議書でござ

います。これは、合併協議会規約に基づきまして、両市町の長が協議し

て定めた事項でございます。 

協議会の委員の定数や、学識経験を有する者、協議会の事務に従事す

る職員、協議会に要する経費の負担割合などが定められており、平成

21年６月16日から発効するものとなっております。 

なお、この協議書も、平成21年６月15日に協議を終えているものでご

ざいます。 

次に、資料の13ページをごらんください。 

このページの報告事項(4)豊川市・小坂井町合併協議会幹事会設置要

綱についてから、23ページの報告事項(9)豊川市・小坂井町合併協議会

委員等の費用弁償等に関する規程についてまでは、合併協議会規約に基

づいて会長が定めたものでございます。 

それでは、13ページの報告事項(4)豊川市・小坂井町合併協議会幹事

会設置要綱についてご説明いたします。 

この要綱は、合併協議会規約第12条第２項の規定に基づきまして設置

するものでありまして、幹事会の組織及び運営に関して必要な事項を定

めたものでございます。 

幹事会は、協議会の会議に付すべき事項についての協議または調整の

ほか、両市町間で調整を必要とする事項について協議する組織でござい

ます。 

なお、幹事長につきましては、幹事の互選により、豊川市の竹本副市

長が選出をされております。 

次に、資料の15ページをごらんください。 

報告事項(5)豊川市・小坂井町合併協議会専門部会設置要綱について

でございますが、この要綱は、合併協議会幹事会設置要綱第７条の規定

に基づきまして、専門部会の組織及び運営に関し必要な事項を定めたも

ので、両市町の事務の担当部次長及び課長、または部次長及び課長相当

職にある者をもって充てることといたしております。 

専門部会につきましては、幹事会、幹事長の指示によりまして、合併
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に関する協議、新市基本計画の策定など、専門的な事務の協議を行う組

織となります。 

次に、資料の16ページをごらんください。 

報告事項(6)豊川市・小坂井町合併協議会分科会設置要綱についてで

ございますが、この要綱は、合併協議会専門部会設置要綱第３条第３項

の規定に基づきまして、分科会に関し必要な事項を定めたもので、第３

条で専門部会の部会長が選任する両市町の事務所管部署の課長の職にあ

る者をもって充てることとしております。 

分科会は、専門部会長の指示により専門部会の事務を補助する組織と

なります。 

次に、資料の17ページをごらんください。 

報告事項(7)豊川市・小坂井町合併協議会事務局規程についてでござ

います。 

この規程は、合併協議会規約第13条第２項の規定に基づきまして、協

議会の事務局に関し必要な事項を定めたものでございます。 

協議会の事務局は、協議会の開催や幹事会の運営のほか、協議会の庶

務を行います。 

事務局への派遣職員は、豊川市から３名、小坂井町から２名の計５名

でございます。 

次に、資料の20ページをごらんください。 

報告事項(8)豊川市・小坂井町合併協議会財務規程についてでござい

ますが、この規程は、合併協議会規約第17条の規定に基づきまして、合

併協議会の財務に関し必要な事項を定めたものでございます。 

次に、資料の23ページをごらんください。 

報告事項の最後になりますが、報告事項(9)豊川市・小坂井町合併協

議会委員等の費用弁償等に関する規程についてでございます。この規程

は、合併協議会規約第18条第３項の規定に基づきまして、合併協議会の

委員等の報酬、費用弁償等について必要な事項を定めたものでございま

す。 

以上、簡単ではございますが、報告事項(1)から報告事項(9)までの説

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   ご苦労様です。 

ただいま事務局から、合併協議会設置までの経緯についてから合併協

議会委員等の費用弁償等に関する規程についてまでの報告がございまし

た。ただいまの報告につきまして、ご質問やご意見ございましたらお願

いいたします。 

 

（質問する者なし） 
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会  長   それでは、ご質問もないようでございますので、ご理解をいただいた

ものとして、次の議事に移らせていただきます。 

本協議会は、ご案内のとおり限られた時間の中で必要な協議を進めな

くてはなりません。このため、第１回の会議当たりの協議事項も数多く

ございます。委員皆様のご理解を賜り、正確かつ迅速に協議を進めるこ

とができるよう、ご協力をお願いいたします。 

それでは、協議事項に入ります。 

協議事項(1)豊川市・小坂井町合併協議会運営規程（案）について及

び協議事項(2)豊川市・小坂井町合併協議会会議傍聴規程（案）につい

てでございますが、ともに合併協議会規約第20条、すなわち協議会規約

に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が会議に諮り別に

定めると規定されております項目となりますので、一括でご審議をお願

いしたいと思います。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、説明させていただきます。 

ただいま一括議題となりました、協議事項(1)豊川市・小坂井町合併

協議会運営規程（案）について及び協議事項(2)豊川市・小坂井町合併

協議会会議傍聴規程（案）についてご説明いたします。 

初めに、合併協議会運営規程（案）についてご説明いたしますので、

会議資料の24ページをごらんいただきたいと思います。 

この規程は、豊川市・小坂井町合併協議会の運営に関して必要な事項

を定めることを目的として、規約第20条の規定に基づき提出させていた

だくものでございます。 

規程の内容でございますが、第２条で、協議会の会議は公開とし、公

平かつ公正に運営しなければならないことと定め、第３条で、会長等の

責務として、迅速かつ能率的に会議の議事を進行することに努め、委員

は会議に積極的に参画し、円滑な議事進行に協力しなければならないこ

ととしております。 

第５条では、表決に関することを定めており、会長及び出席委員の全

会一致をもって進めることを原則としておりますが、表決が分かれた場

合、または会長がやむを得ないと認めるときは、会長及び出席委員の過

半数の賛成をもって決することとしております。 

また、第６条で、会議は傍聴することができること、第９条で、会議

中の規律を定めております。 

以上で協議会運営規程（案）の説明とさせていただきます。 

続いて、資料の25ページをごらんいただきたいと思います。 

合併協議会会議傍聴規程（案）についてでございます。 
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この規程は、豊川市・小坂井町合併協議会の会議の傍聴について必要

な事項を定めることを目的として、規約第20条の規定に基づき提出させ

ていただくものでございます。 

規程の内容でございますが、第３条で傍聴の手続、第４条で傍聴人の

制限を定め、第５条で傍聴席に入ることができない者として、同条各号

に列記をしておりますように、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼす

と認められる者は傍聴席に入ることができないこととしております。 

第６条では、傍聴人の守るべき事項として、同条各号に列記をしてお

りますように、会議の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為

をしてはならないことを定めております。 

第７条では、特に会長の許可を得た者を除き、傍聴人は傍聴席におい

て写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならないこと、第８条

では、傍聴人はすべての職員の指示に従わなければならないこと、第９

条では、違反に対する措置が定められております。 

なお、これら二つの規程は本日、平成21年６月26日から施行するもの

でございます。 

以上で協議事項(1)、(2)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   ご苦労様。 

ただいまの協議事項(1)、協議事項(2)でございますが、本案に対す

る質疑に入ります。ご質疑がありましたらお願いをいたします。 

 

（発言する者なし） 

 

会  長   それでは、特にご意見もないようですので採決を行います。 

協議事項(1)豊川市・小坂井町合併協議会運営規程（案）について及

び協議事項(2)豊川市・小坂井町合併協議会会議傍聴規程（案）につい

てを、原案どおり決することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご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、協議事項の(3)平成21年度豊川市・小坂井町合併協議会

事業計画（案）についてと、協議事項(4)平成21年度豊川市・小坂井町

合併協議会会計予算（案）につきましても、ともに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。 
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事 務 局   それでは、説明させていただきます。 

ただいま一括議題となりました協議事項(3)平成21年度豊川市・小坂

井町合併協議会事業計画（案）及び協議事項(4)平成21年度豊川市・小

坂井町合併協議会会計予算（案）について、ご説明いたします。 

初めに、平成21年度事業計画（案）についてご説明いたしますので、

26ページをごらんいただきたいと思います。 

まず、会議の開催についてでございますが、協議会の会議を４回開催

する計画をさせていただいております。 

なお、会議の開始時間ですが、基本的に午後１時30分を予定をしてお

りますが、第３回の８月３日だけは、開始時間が午後３時30分となって

おりますので、よろしくお願いいたします。 

次に、調査研究事業でございますが、新たなまちづくりの方向性を示

す重要な計画であります合併市町村基本計画の策定と合併協定項目の確

認を行います。 

次に、広報・広聴活動でございますが、住民の皆様への協議会の協議

内容の情報提供といたしましては、全世帯配布の合併協議会だよりの発

行を初めといたしまして、ホームページの作成管理、住民説明会の開催

などを行ってまいりたいと考えております。 

なお、ホームページの開設は７月１日を予定しております。 

以上が、平成21年度豊川市・小坂井町合併協議会事業計画（案）の説

明でございます。 

続きまして、資料の 27 ページをごらんください。 

合併協議会の平成 21 年度予算についてですが、歳入歳出予算の総

額は、歳入歳出それぞれ 823 万 2,000 円と定めるものでございます。 

それでは、内容につきましてご説明申し上げますので、お手数ですが

少し飛んでいただきまして、資料36ページ、37ページをごらんください。 

まず初めに、歳出から説明させていただきます。 

１款総務費、１項総務管理費、１目会議費65万8,000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19万円。これは、

５号委員の方を対象としているものですが、報酬日額１人当たり

8,600円でございまして、協議会を４回、住民説明会２回を開催するこ

とを想定しております。 

続きまして、合併協議会委員費用弁償5,000円。これは５号委員の方

の費用弁償でございます。 

続きまして、協議会運営費として46万3,000円。この内訳は、協議会

の会議録作成委託料などの委託料30万3,000円、住民説明会託児及び手

話通訳謝礼に２万円、一般諸経費として、需用費14万円の計上をいたし

ております。 
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次に、１款１項２目事務局費101万4,000円でございますが、これは事

務に係る経費でございます。内訳としましては、職員の普通旅費３万円、

切手代、電話代、インターネット通信料等の通信事務費に８万5,000円、

事務局管理費として、コピー機などの賃借料48万8,000円、需用費など

の一般諸経費41万1,000円を計上しております。 

続きまして、１款１項３目調査研究費128万4,000円でございますが、

これは、事業計画案でご説明いたしました調査研究事業に係る経費でご

ざいます。内訳としましては、新市基本計画の印刷製本費、基本計画策

定業務に係る委託料でございます。 

次きまして、38ページ、39ページをごらんください。 

１款１項４目広報費507万6,000円でございますが、内訳としましては

協議会だよりの発行を、一般号及び特集号合わせて５回程度予定してお

りまして、その費用が195万円、協議項目がすべて整った後の住民説明

向けパンフレットの作成費用として249万9,000円、新市啓発関係印刷物

作成費用として29万1,000円、ホームページ作成管理委託費として33万

6,000円を計上いたしております。 

以上、歳出合計は予備費の20万円を含めまして、合計で823万2,000円

となるものでございます。 

続きまして、歳入についてご説明いたします。 

お手数ですが、資料をお戻りいただきまして、34ページ、35ページを

ごらんいただきたいと思います。 

まず、１款１項１目１節の構成市町負担金823万1,000円でございます

が、負担金につきましては、協議会規約に関する協議書第４条により、

経費は両市町の負担とし、その割合は均等割55％、人口割45％とすると

されておりますので、その割合により計算いたしましたところ、豊川市

負担金553万円、小坂井町負担金270万1,000円でございます。 

次の２款１項諸収入では、科目取りといたしまして1,000円を予算計

上させていただいております。 

以上で平成21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   ご苦労様です。 

ただいまの説明につきまして、質疑に入らせていただきます。ご質

疑がございましたら、よろしくお願いします。 

はいどうぞ、杉浦委員。 

 

杉浦委員   小坂井の杉浦といいます。１点だけお願いします。 

800 万円余の予算を組んでいるわけでありますけれども、協議会が

４回開催されるわけでありますけれども、私の意見でありますけれど



19 

も、執行残が出るような感覚だと思われますけれども、そのときの取

扱いについて、１点だけお願いいたします。 

 

会  長   事務局、いいですか。 

 

事 務 局   ただいまのご質問について、回答させていただきます。 

執行残につきましては、合併後に合併協議会会計予算の決算をいた

しまして、その際に執行残額を確定させますけれども、その際の剰余

金につきましては、歳入といたしまして新市の一般会計へ受け入れさ

せていただくこととなっております。 

以上でございます。 

 

会  長   よろしいですか。 

 

杉浦委員   わかりました。 

 

会  長   ほかにございませんか。 

神谷委員、どうぞ。 

 

神谷委員   ５号委員の神谷でございます。 

協議会だよりが５回発行されるということがここに謳ってあります

けれども、いつごろ発行されるのか、また、どんな内容になっている

のかということがわかっていたら、ご説明いただきたいと思います。 

 

会  長   事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   ただいまのご質問につきまして、ご回答させていただきます。 

一般号３回と特集号２回の計５回を予定しております。 

一般号につきまして、７月 15 日、８月１日、９月１日に発行予定

でありまして、内容としましては、本合併協議会の会議結果の報告を

主なものとして予定をしております。 

特集号につきましては、詳細は現在のところ未定でございますが、

11 月と 12 月に住民生活に深くかかわり合いのあります新しい住所表

示に伴う変更手続のご案内や、豊川市役所での各種手続の窓口などの

ご案内を予定いたしております。 

以上でございます。 

 

会  長   よろしいですか。 
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神谷委員   ありがとうございました。 

 

会  長   ほかにございますか。 

杉江委員。 

 

杉江委員   小坂井町の杉江です。 

資料の 39 ページにある住民説明会パンフレット作成とありますが、

どのようなものになるか、ご説明をお願いいたします。 

 

会  長   事務局からお願いします。 

 

事 務 局   ご質問につきまして、お答えさせていただきます。 

住民説明会のパンフレットでございますが、合併協議会での協定項

目がすべて整った後の内容で作成をいたしますが、住民の皆様の生活

に関わり合いが深い、例えば住民窓口ですとか税金、子育て、教育な

ど、このようなサービスなどを記載したもの、また、新市のまちづく

りの方向性や財政状況などを、図表を用いましてできるだけわかりや

すく、見やすいパンフレットとさせていただく予定でございます。 

以上でございます。 

 

会  長   よろしいですか。 

 

杉江委員   ありがとうございます。 

 

会  長   ほかにございますか。 

 

（発言する者なし） 

 

会  長   それでは、ご意見もないようでありますので、採決に移らせていただ

きます。 

協議事項の(3)平成21年度豊川市・小坂井町合併協議会事業計画

（案）について及び協議事項の(4)平成21年度豊川市・小坂井町合併協

議会会計予算（案）についてを、原案どおり可決することにご異議ござ

いませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案

のとおり可決されました。 
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続きまして、協議事項の(5)合併協定項目（案）について、ご審議を

お願いいたします。 

事務局の説明を求めます。 

 

事 務 局   それでは、協議事項(5)合併協定項目（案）について説明させていた

だきます。 

資料は40ページをごらんください。 

今後、合併協議会において協議をいたします合併協定項目につきまし

て、１合併の方式から23新市基本計画まで、23項目を提案させていただ

きます。 

これは、豊川市におけます過去の合併協議での協議項目及び豊川市・

小坂井町合併研究会で整備された項目に基づいて設定させていただきま

した。 

なお、41ページ以降が合併協定項目の概要となっておりますが、本日

時間の都合もございますので、説明は割愛させていただきます。 

これらは、後ほど実際に協議項目として提案させていただきますので、

その際にご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

 

会  長   ご苦労様です。 

それでは、協議事項の分につきまして、ご質疑に入らせていただき

ます。ご質疑がごさいましたら、お願いをいたします。 

杉浦委員。 

 

杉浦委員   小坂井の杉浦です。 

小坂井町の役場の取り扱いについてでありますけれども、窓口機能

を残していただけるということでありますので、大変ありがたく思っ

ております。 

それでありますけれども、この支所機能につきまして、イメージ的

にどのようになるかということを、もう一度詳しく、説明をよろしく

お願いしたいと思います。 

 

会  長   事務局、よろしいですか。 

 

事 務 局   失礼します。 

ただいまの提案につきましては、協議事項の(5)としましては、項

目の案ということで、この１から 23 までの項目でこの協議をしてい

ただくというような形での提案をさせていただいておりまして、今ご

指摘の新市の事務所の位置につきましては協議事項の(9)ということ
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で、もしこの協議事項の(5)として協定項目の案を認めていただけれ

ば、個別に、また後ほど説明をさせていただきたいと思いますので、

今回はこの 23 の項目でよろしいかどうかということでご協議をいた

だきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

会  長   杉浦委員。 

 

杉浦委員   今の質問を撤回させてもらいますので、よろしくお願いします。 

 

会  長   ほかにございますか。 

 

（発言する者なし） 

 

会  長   それでは、ほかにご意見もないようですので、採決を行わせていただ

きます。 

協議事項の(5)合併協定項目（案）につきまして、原案どおり決する

ことにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご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。 

本日は、まだまだ多くの協議事項がございますので、ここで一旦休憩

をさせていただきます。休憩時間は10分ということで、協議は２時40分

に再開をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、休憩に入ります。 

 

（午後２時30分 休憩） 

（午後２時40分 再開） 

 

会  長   それでは、皆さんおそろいですので、引き続いて協議を再開をいたし

ます。 

次に、協議事項の(6)「合併の方式」についてご審議をお願いします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、お手元の資料45ページをごらんいただきたいと思います。 

協議事項の(6)「合併の方式」についてでございます。 

提案といたしましては、宝飯郡小坂井町を廃し、その区域を豊川市に

編入する編入合併とするというものでございます。 
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合併の方式につきましては、小坂井町から豊川市への合併の申し入れ

に基づくものであること、事前協議事項確認書で編入合併であることが

確認されていることから、編入合併とするということで提案をさせてい

ただきます。 

以上で提案を終わります。よろしくお願いいたします。 

 

会  長   ご苦労様。 

それでは、本案に対する質疑に入ります。ご質疑がありましたら、

よろしくお願いいたします。 

 

（発言する者なし） 

 

会  長   特にご意見もないようですので、採決を行います。 

協議事項(6)「合併の方式」についてを原案どおり決することにご

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。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、協議事項の(7)「合併の期日」についてご審議をお願い

したいと思います。 

説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、お手元資料46ページをごらんいただきたいと思います。 

協議事項(7)「合併の期日」についてでございます。 

提案といたしましては、「合併の期日は、平成22年２月１日とする。」

というものでございます。 

合併につきましては、関係市町の各議会において、廃置分合議案を議

決してから知事への合併申請、県議会での議決、知事から総務大臣への

届出、総務大臣の告示など、さまざまな手続が定められております。 

現在のところ、県の９月議会で合併議案を可決していただいて、11月

中旬ごろまでには総務大臣の告示がされるというふうに考えております。 

そういたしますと、合併の期日はおおむね12月以降であればどの日付

でも手続上は可能であるということになろうかと思いますが、合併に伴

いましては、電算システムの統合ですとか、さまざまな事務事業の統合

に向けまして相当な期間を要します。 

そのような点のほか、住民の皆様への周知ということも考えれば、で

きる限りお時間をいただければ幸いということでございます。 
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また、税や住民基本台帳といった基幹システムの統合作業を休日に行

うことにより、住民の方に極力影響を及ぼさないようにすることも可能

となります。 

以上の点を考慮いたしまして、事前協議において確認された期限であ

ります平成22年２月１日、休日明けの月曜日を合併の期日として提案を

させていただきます。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

本案に対する質疑に入ります。ご質疑がございましたら、お願いをい

たします。 

 

（発言する者なし） 

 

会  長   特にご意見もないようですので、採決を行います。 

協議事項(7)「合併の期日」についてを原案どおり決することにご

異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご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、協議事項の(8)新市の名称について、ご審議をお願いい

たします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、資料47ページをごらんいただきたいと思います。 

協議事項の(8)「新市の名称」についてでございます。 

提案といたしましては、「新市の名称は、豊川市とする。」というもの

でございます。 

編入合併の場合の名称の法的な位置づけとしましては、原則としては

編入される市町村の名称がなくなるということですので、編入する市町

村の名称をそのまま用いるということになります。 

平成11年度以降に行われました全国の編入合併の事例を見ますと、そ

のほとんどすべての事例において、編入する市町村の名称を新市の名称

としております。また、県内でも、編入合併の場合にはすべて編入する

市町村の名称を新市の名称としているものでございます。 

新市の名称につきましても、事前協議で確認されたとおり、新市の名

称は豊川市とするということで提案をさせていただいております。 
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以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

本案に対する質疑に入ります。ご質疑がありましたら、お願いをいた

します。 

 

（発言する者なし） 

 

会  長   特にご意見もないようですので、採決を行います。 

協議事項の(8)「新市の名称」についてを原案どおり決することに

ご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご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(9)新市の事務所の位置についての審議をお願

いいたします。 

事務局の説明をお願いいたします。 

 

事 務 局   それでは、お手元資料48ページをごらんいただきたいと思います。 

協議事項の(9)「新市の事務所の位置」についてでございます。 

提案といたしましては、「新市の事務所の位置は、豊川市諏訪一丁目

１番地とする。現在の小坂井町役場については、当面の間、窓口機能に

対応するための支所として存続するものとする。」というものでござい

ます。 

新市の事務所の位置につきましては、事前協議におきまして市役所を

現在の豊川市役所、豊川市諏訪一丁目１番地とする。現在の小坂井町役

場については、当面の間、窓口機能に対応するための支所を設置するも

のとするということが確認されております。 

ここでは、その事前協議の内容を確認していただくということになり

ます。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

それでは、本案に対します質疑に入ります。ご質疑がございましたら、

お願いをいたします。 

杉浦委員。 

杉浦委員   小坂井の杉浦です。先ほどはどうもすみませんでした。 
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再度質問させていただきます。小坂井町役場が支所として残していた

だけまして、誠にありがとうございました。 

先ほどの質問になりますけれども、支所機能とはということでありま

すので、もう一度この点について詳しく、よろしくお願いいたします。 

それからもう１点、この文書の中に当面の間となっておりますが、お

願いがありますが、できるだけ長く支所として活用していただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

 

会  長   事務局、お願いします。 

 

事 務 局   窓口機能に対応するための支所ということでございますが、文案にあ

りますとおり、窓口機能に対応するための支所としておりますので、住

民対応を必要とする窓口サービスにつきましては、基本的には現状の水

準を維持していくものと考えております。 

なお、支所の組織、事務分掌、こういったものにつきましては、今後

合併時までに、担当分科会におきまして、新市全体の組織を検討する中

で決めていくことになりますので、現段階ではお示しすることはできま

せんが、第４回の協議会までにはご報告できると思いますので、よろし

くお願いいたします。 

長くという方は、よろしいですか。 

 

会  長   杉浦委員。 

 

杉浦委員   ただいまの答弁でいきますと、窓口機能だけを残すという理解でいい

ですか。 

 

事 務 局   先ほど申し上げましたとおり、事務分掌とかそういったものについて

は今後検討ということになりますので、窓口センターということではな

くて支所というような名称になっていますので、その辺、今後所管の分

科会の方で検討されることと思われます。 

第４回の最後の協議会までにはご報告ができると思いますので、ご理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 

会  長   よろしいですか。 

ほかにございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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会  長   よろしいですか。 

特にご意見もないようでありますので、採決を行います。 

協議事項の(9)「新市の事務所の位置」についてを原案どおり決する

ことにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。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(10)「議会議員の定数及び任期の取扱い」につ

いてを議題といたします。 

説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、お手元の資料49ページをごらんいただきたいと思います。 

協議事項(10)「議会議員の定数及び任期の取扱い」についてでござい

ます。 

提案といたしましては、「合併時に小坂井町の議会議員は身分を失い、

合併後、市町村の合併の特例等に関する法律第８条第２項及び同条第３

項の規定に基づき、豊川市議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、

新市の議会議員の定数を40人とし、小坂井町の区域を選挙区とする増員

選挙（定数５）を実施するものとする。」というものでございます。 

編入合併の場合には、編入される市町村議会議員の方が身分を失うと

いうことになりますが、合併特例法に定数特例等の規定がございます。

また、編入合併の場合には、地方自治法に基づきまして、任期の途中に

増員選挙を行うことができるという規定もございます。 

このことにつきましては、事前協議事項確認書におきまして、合併特

例法に基づき小坂井町の区域で定数５名の増員選挙を行うということが

確認されております。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

本案に対します質疑に入ります。ご質疑がありましたら、よろしくお

願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   よろしいですか。それでは、特にご意見もないようですので採決を行

います。 

協議事項(10)「議会議員の定数及び任期の取扱い」についてを原案ど
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おり決することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案

のとおり可決されました。 

続きまして、協議事項の(11)「農業委員会の委員の定数及び任期の取

扱い」についてを議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、資料の50ページをごらんください。 

協議事項の(11)「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」につい

てであります。 

「小坂井町の農業委員会は、豊川市の農業委員会に統合するものとす

る。小坂井町の農業委員会の選挙による委員は、これらの者であらかじ

め互選した者３名について、市町村の合併の特例等に関する法律第11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。」

というものでございます。 

両市町の現在の選挙による委員の人数は、豊川市が27人、小坂井町が

９人でございまして、任期は両市町とも平成23年７月19日までとなって

おります。また、合併した場合の法律上の定数は30人となります。 

編入合併の場合は、編入される農業委員会の委員は身分を失うことと

なりますが、選挙による委員については合併特例法による在任特例措置

があり、編入される市町村の選挙委員のうち40人以内で定めた数のもの

に限り、編入する市町村の委員の残任期間、在任することができます。 

今回の合併ではこの在任特例を適用するものとし、現在の小坂井町の

選挙による委員の中からあらかじめ互選する者について、この特例を適

用することとしますが、あらかじめ互選するものの人数は、両市町の農

業委員会選挙人名簿人数で比例計算いたしますと３名となりますので、

この人数については、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いたします。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

それでは、本案に対します質疑に入ります。ご質疑がありましたら、

お願いをいたしします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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会  長   よろしいですか。特にご意見もないようですので採決を行います。 

協議事項(11)「農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い」について

を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案

のとおり可決されました。 

続きまして、協議事項の(12)「一般職の職員の身分の取扱い」につい

てを議題といたします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、資料の51ページをごらんいただきたいと思います。 

内容といたしましては、「小坂井町の一般職の職員は、すべて豊川市

の職員として引き継ぐものとする。小坂井町の一般職の職員の任免、給

与その他の身分取扱いについては、豊川市の職員との均衡を考慮して公

正に取り扱うものとする。職員数については、新市において現行の定員

適正化計画を見直すものとし、定員管理の更なる適正化に努めるものと

する。一般職の職員に係る職名、職階、服務、給与その他の制度につい

ては、豊川市の制度を基本として調整の上、合併時に統一する。」とい

うものでございます。 

合併特例法におきまして、「合併関係市町村の一般職の職員が引き続

き合併市町村の職員としての身分を保有するように措置しなければなら

ない。」、「職員のすべてに通じて身分取扱いは公正に処理されなければ

ならない。」という規定がございます。 

協議事項の前段につきましては、この基本方針を確認したものであり

まして、これらを踏まえつつ、新市における職員数の適正化に努めてい

くというものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

本案に対します質疑に入ります。ご質疑がございましたら、よろしく

お願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   よろしいですか。特にご意見もないようですので採決を行います。 

協議事項の(12)「一般職の職員の身分の取扱い」についてを原案どお
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り可決することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案

のとおり可決されました。 

続きまして、協議事項の(13)「地方税の取扱いについて」を議題とい

たします。 

事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、資料52ページをごらんください。 

内容といたしましては、「両市町で差異のある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、合併翌年度か

ら豊川市の例により統一する。」というものでございます。 

ここで、お手元にお配りしてございますＡ４横の協議事項の参考資料

というものの５ページ、６ページをごらんください。 

資料の表中に網かけがあるものが両市町で差異のあるものとなってお

ります。 

原則といたしまして、各税の税率などにつきましては、両市町で差異

はございません。納期に差異のある各税につきましては、豊川市の例に

より、合併翌年度から統一するというものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

本案につきまして、質疑に入ります。ご質疑がございましたら、よろ

しくお願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   よろしいですか。それでは、特にご意見もないようでありますので採

決を行います。 

協議事項(13)「地方税の取扱い」についてを原案どおり可決すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案

のとおり可決されました。 

続きまして、協議事項の(14)「財産及び債務の取扱い」についてを議
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題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、資料53ページをごらんください。 

内容といたしましては、「小坂井町が所有する財産及び債務について

は、すべて豊川市に引き継ぐものとする。」というものでございます。 

合併時においては、財産、債務はすべて新市に引き継ぐのが原則とな

りますので、それを確認する項目となっております。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   ご苦労様。 

本案に対する質疑に入ります。ご質疑がございましたら、よろしくお

願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   よろしいですか。特にご意見もないようでありますので採決を行いま

す。 

協議事項(14)「財産及び債務の取扱い」についてを原案どおり決する

ことにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。ご異議なしと認めます。よって、本案は原案

のとおり可決されました。 

続きまして、協議事項(15)「特別職の職員の身分の取扱い」について

を議題といたします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、資料54ページをごらんいただきたいと思います。 

内容といたしましては、「小坂井町の常勤の特別職（教育長を含む。）

及び非常勤の特別職（農業委員を除く。）の職員は、合併の前日をもっ

て失職するものとする。行政委員会（農業委員会を除く。）及び審議会

等の附属機関並びに嘱託員等の非常勤の特別職については、現に両市町

で設置されていて新市において引き続き設置する必要があるものは統合

し、独自に設置されているものについては、合併時までに調整する。な

お、行政委員会及び附属機関等の委員構成については、特に住民生活に

深くかかわりのある委員会等については、合併後の改選時等において、

市域全体に配慮するものとする。」というものでございます。 
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前段につきましては、編入合併の場合には、編入される側の市町村の

特別職はすべて失職いたしますので、その原則を確認したものでござい

ます。 

後段につきましては、行政委員会、審議会等、引き続き新市において

設置する必要があるものがございますが、これらについては、それぞれ

の地域性といったものも考慮する必要がある場合が考えられますので、

独自に設置されているものについては、合併時までに調整する必要があ

り、また、委員構成については、特に住民生活に深くかかわりのある委

員会等については、合併後の改選時等において市域全体に配慮するとい

うものでございます。 

以上で説明を終わります。 

 

会  長   説明が終わりましたので、本案に対する審議に入ります。ご質疑等あ

りましたらお出しいただきたいと思います。 

 

（発言する者なし） 

 

会  長   ご苦労様です。 

本案に対する質疑に入ります。ご質疑がございましたら、よろしくお

願いします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   よろしいですか。特にご意見もないようですので採決を行います。 

協議事項(15)「特別職の職員の身分の取扱い」についてを原案どおり

決することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   ありがとうございます。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(16)新市基本計画の骨子等についてを議題とい

たします。 

事務局から説明をお願いします。 

 

事 務 局   それでは、資料55ページの方をよろしくお願いいたします。 

協議事項の(16)、新市基本計画についてでございます。 

最初に、計画の骨子について説明させていただきます。 

１のはじめにですが、合併の必要性を最初に持ってきております。次
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に、計画の総論であります計画策定の方針について記述をします。 

２の新市の現況ですが、統計的なデータで現況を示し、その現況等を

踏まえた課題について記述をいたします。 

次に、３の“まちづくり”の基本方針、こちらですが、２の(5)のこ

の地域における課題を踏まえ、将来像をどうとらえ、どのようなまちづ

くりを目指すかについて明確にしていきます。また、人口の見通しや将

来の土地利用構想についても記述することとしております。 

次に、４の新市の施策ですが、将来像を実現するためにどのような事

業を行っていくのかを位置づけてまいります。重点施策という項を設け

ておりますが、特別新たに大きなプロジェクト、建物を建てるというも

のではなく、既存の事業であっても、新市になったときに基盤整備とし

て重点的に行う必要があるものや、福祉サービスなどのソフト事業で新

しい地区にも広げていくべき事業などを重点事業をして位置づけてまい

りたいと考えております。 

なお、施策の大綱にあたる分野別主要施策の項目につきましては、第

５次豊川市総合計画の基本計画改訂版における項目だけをベースにして

あります。 

次に、５の新市における愛知県事業の推進ですが、幹線道路網の整備

などを中心に、新市において県が実施、あるいは実施に向けた検討を行

っていただける事業の取りまとめを行います。 

次に、６の公共施設の統合整備ですが、現在ある公共施設を新市にお

いてどのような整備を図るのかという方針を記述するものです。 

最後に、７の財政計画ですが、現行制度を基本に算定を行いますが、

過大な見積もりをしないよう留意するとともに、合併による経費節減効

果等を見込み、算定することとしております。 

計画の骨子については以上でございます。 

 

会  長   ご苦労様。 

それでは、ただいまの説明につきまして質疑に入ります。ご質疑がご

ざいましたら、お願いをいたします。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

会  長   よろしいですか。特にご意見もないようですので採決を行います。 

協議事項(16)新市基本計画の骨子等についてを原案どおり決すること

にご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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会  長   ありがとうございます。ご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。 

ここで、事務局から、協議事項(16)に関連しまして説明があるようで

ありますので、それではお願いいたします。 

 

事 務 局   ただいま、骨子案をご承認いただいたところでございますが、現在、

その骨子案に基づきまして、並行して基本計画本体を策定しているとこ

ろでございます。会議が長時間となり申しわけありませんが、引き続い

て基本計画の策定の状況についてご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

別冊となっております資料、新市基本計画（案）をごらんください。 

なお、本資料は現在各分科会に内容確認を依頼中でありまして、文面

については変わる可能性もございますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、１ページをごらんください。 

本日は、１のはじめにから４の新市の施策までを説明させていただき

たいと思います。 

はじめにということで、合併の必要性を記載してございます。 

まず、日常生活圏の拡大と両市町の結びつき、それから２ページにま

いりまして、新しいまちづくりの可能性、３ページにまいりまして、新

たな時代の自治能力の向上と将来の持続ある発展への対応の４項目を記

載しております。 

次に、５ページにまいりまして、計画策定の方針でございます。 

計画の趣旨として、新市の速やかな一体化を促進し、地域の均衡ある

発展と市民福祉の向上を図るための方策を示すものとしております。 

次に、計画の構成でございますが、合併後の新市の基本方針を実現す

るための施策、公共施設の統合整備及び財政計画を中心として構成して

います。 

計画の期間でございますが、合併年度の21年度及びこれに続く10年度

間である平成21年度から平成31年度としております。 

次に、計画策定に当たっての留意事項ということで、四つの事項を記

載しております。 

続いて、６ページから７ページにかけて、ここでは新市の現況という

ことで、①位置と地勢や、②歴史的特性などの概況、さらに交通環境に

ついて記載してございます。 

次に、８ページから9ページにかけては人口動向、10ページでは産業

動向につきまして、両市町それぞれの状況を踏まえながら、合併した場

合にどのような人口になるのか、あるいは、就業構造になるかというよ

うなことを説明しております。 

続いて、11ページでございます。 
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この地域における課題ということで、両市町でそれぞれ作成した総合

計画等で示されているまちづくりの共通の方向性や、社会経済情勢の変

化への共通認識等から、この地域における課題を記載してございます。 

このような課題を踏まえまして、次の12ページからのまちづくりの基

本方針でございますが、新市の将来像を「光と緑に映え、ゆたかで、住

みよい、夢のあるまち」としております。これは、平成18年３月に作成

しました豊川市の第５次総合計画における豊川市の将来像と同じ文言と

しております。 

次に、13ページから14ページでございますが、新市の将来像を実現し

ていくためのまちづくりの基本目標を定めております。 

それから、15ページ以降でございますが、主要指標の見通しというこ

とで、総人口、年齢３区分別人口、世帯数の将来見通しを記載しており

ます。 

初めに、総人口、これは目標人口に当たりますが、平成31年における

目標人口を約18万4,000人としております。推計にはコーホート要因法

という統計手法を用いており、この推計によりますと、平成27年にピー

ク約18万4,000人を迎えまして、以降は減少傾向が見込まれますが、合

併に伴う効果により新しいまちづくりの可能性が期待できるため、これ

らを踏まえまして、平成31年の目標人口は推計人口のピークを保つこと

を目標として、約18万4,000人とします。この人口推計に基づきまして、

16ページでは年齢３区分別人口を、17ページでは世帯数を示しておりま

す。 

次に、18ページでございますが、新市の土地利用構想ということで、

土地利用構想の基本的な考え方を示してございます。 

両市町が合併によって一つの都市として新しく誕生し、それぞれの特

徴を生かしながら均衡のとれた発展を目指すため、都市構造を五つの

ゾーンに区分した上で、新市の一体的な整備を推進し、魅力あるまちづ

くりを実現していきます。 

なお、土地利用構想については、本計画の計画期間にとらわれず、将

来を見据えた土地利用を進める目標として位置づけており、事前協議事

項確認書においても、その旨確認されているものでございます。 

都市構造のゾーン設定といたしましては、ものづくりゾーン、にぎわ

いのゾーン、くらしのゾーン、田園ゾーン、自然環境ゾーンの五つに分

けております。さらに、道路交通網としまして、高速道路や鉄道など、

都市間を広く結ぶ広域交流軸、地域幹線道路など各地域を有機的につな

ぐ道路ネットワークを、地域連携軸として位置づけております。これら

を図に落としたものが、19ページの新市の都市構造図となってございま

す。 

続きまして20ページ、４．新市の施策についてでございます。 
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(1)重点施策でございますが、新市の将来像を戦略的かつ効果的に実

現するために、22ページ以降に出てまいります分野別主要施策を相互に

関連させ、まちの活力を高め、新市の一体性を確保できる波及効果の高

い事業群ということで、①の都市基盤整備プロジェクトから④の自立協

働連携プロジェクトまでの４項目を重点施策として位置づけております。 

次に、22ページをごらんください。(2)分野別主要施策でございます。 

ここでは、新市の将来像を実現していくための６つのまちづくりの基

本目標に対応した分野別の主要な施策が位置づけてございますが、原則

として、第５次豊川市総合計画基本計画改訂版をベースとしたものとな

っております。 

(1)安全安心として、①の交通安全対策の強化から、⑩の水の安定供

給まで10項目を挙げ、隣の23ページでございますが、交通安全対策の推

進を初めとする11項目の主要事業と、その事業の内容を記載してござい

ます。 

次のページ以降は、同様の構成によりまして、健康・福祉、建設・整

備、教育・文化、産業・交流、行政・協働について記載してございます。 

説明は以上となりますが、本日は状況報告でございますので、これで

確定したというものではございません。 

次回の協議会で、残りの５章の新市における愛知県事業の推進から、

７章の財政計画までを説明させていただきまして、県と協議するための

新市基本計画素案として計画全体をご協議いただく予定でございますの

で、今回の協議資料をごらんいただきまして、ご意見等がございました

らまた事務局までお寄せいただきたいと思います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

会  長   ご苦労様。 

ただいまの説明でございますが、本日は説明のみということでござい

まして、次回の会議でご協議いただくということになっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

以上で、急ぎましたが本日の議案審議は終了いたしました。 

長時間にわたりまして慎重な審議に感謝をいたします。 

次に、その他として、今後の日程等について事務局から説明をお願い

します。 

 

事 務 局   次回の第２回目の合併協議会会議の開催につきましては、本日ご案内

の方を配らせていただいておりますが、７月７日、火曜日、午後１時

30分から、場所は本日と同じ、ここ豊川市役所協議会室でございます。

ご予定の方をよろしくお願いしたいと思います。 

次回の議題としましては、残りました「条例規則等の取扱い」をはじ
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めとしまして、17項目の協議などを予定しております。 

なお、協議会会議は、事業計画案で説明をさせていただきましたよう

に、短い期間で４回の会議を予定しております。そのため、本日のご承

認をいただきました協議会開催スケジュールのとおり開催日を予定させ

ていただいておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

以上、開催日程について、よろしくお願いします。 

 

会  長   ただいまお聞きのように、第２回の会議は７月７日、午後１時半から

この場で行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

事務局、ほかにはありませんか。いいですか。 

それでは以上で、本日予定いたしました案件の審議はすべて終了をい

たしました。 

皆さんの方から何かご発言がございましたら、よろしくお願いします。 

よろしいですかね。ありがとうございます。 

それでは、これをもちまして豊川市・小坂井町合併協議会第１回会議

を終了させていただきます。 

本日は長時間にわたり、ありがとうございました。ご苦労様でした。 

 

午後３時 17 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 21 年７月７日 

 

豊川市・小坂井町合併協議会 

 

会  長 
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