
市町村合併の考え方
自治省戦略の対抗軸としての「自治体論」

辻 山 幸 宣

昨年12月に、40程度の都道府県で合併の指針

が作成されました。京都では市町村行財政研究

調査会の報告が出たばかりのようですが、出足

が早かった県ではすでにそれぞれの市町村に対

して、こことここが一緒になったらどうかとい

うパンフレットがどんどん撒かれておいます。

ＫＳＤとか大蔵省の機密費ほどには大きな話題

になっていないのですが、ひたひたと各地域で

は囁かれ始めています。

自治労でも調査に取り組んでいるところが出

てきています。自治労京都府本部のアンケート

調査の分析で、意外に市町村合併に反対する声

が多くなかったと解説されていますが、それど

ころか７割を超える賛成があった県もありまし

た。

合併をどのように受け止めたらいいのか、大

変難しい問題です。報道されている合併案を見

ても、産業基盤が違う、面積も違う、歴史的伝

統も違う中で、一律に合併した方がいい、しな

い方がいい、ということは出しにくいだろうと

思います。にもかかわらず、全体としてはっき

りとした反対論が打ち出されていないのが現状

です。

厚生省人口問題研究所の推計によると、生産

年齢人口が50年間に半減すると言われています。

総人口の半減はもう少し先ですが、生産年齢人

口が減ることは税収の面からいっても、社会を

支える人的資源の面からいっても、大きな問題

になってきます。また、支えるだけでなく、こ

の人たちが支えられる側になると、急激な行政

需要に跳ね返ってきます。この変化はどこに現

れるかというと、中小都市に現れる。過疎地は

すでに生産年齢人口は頭打ちになっていて減少

しようがない。残された減少は死亡だけという

状況になっています。しかし、５万人、10万人

で頑張っている都市は、生産年齢人口の低下と

ともに財政も成り立たなくなり、介護保険の仕

組みそのものも成り立たなくなる危機に直面し

ています。

そういう全般的な状況にもかかわらず、さて

どうすべきかを考える極がない。考える方法は、

実は多くない。現状のままの市町村で頑張って

やっていくか、積極的に市町村合併をして対処

していくか、もう一つは合併まではいかないが

特定した行政を積み上げていくか、の３つです。

今のままでいいか、合併することを考えるの

かという根拠になる軸を設定しているのは、前

の自治省だけです。現在、自治省の出した考え

方に対して、対抗軸を持てないまま、何となく

このままでいくと合併になるのかなという雰囲

気が、大勢を占めています。そういう状態に陥
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っていないのは政令指定都市くらいで、中小の

都市は、これから大変な目に合うことが次第に

わかってきています。合併という極はあるので

すが、合併しないという理論的な対抗軸が全然

示されていないというのが現状だろうと思いま

す。今日は少し対抗軸についても考えてみたい

と思っています。

合併をめぐる最近の動き

ご承知のように、今回の市町村合併の急激な

動きは、1999年８月に出された自治省事務次官

通達です。それまで分権推進委員会の勧告の中

でも自主的な市町村合併は必要であると言って

いますし、地方制度調査会でも数度にわたって

市町村合併を進める答申を出していますが、実

際の動きにはなりませんでした。具体的になっ

てきたのは、政治的な合意が成り立ったからで

だと思います。

与党３党が連立する時の政策合意事項の中に

市町村合併の推進がうたわれ、これを軸として

連合を組んでいくことになりました。小渕元首

相の２期目の総裁選挙の時に出された基本構想

の中で、かなり明確に市町村合併がうたわれま

した。この時の政策の柱は「自立」です。社会

のあらゆる分野で自立を進めていかなければな

らない。自立と自己責任、地方自治体も自立で

きる市町村を作っていく。そのためには強力な

合併の推進が必要であるとされました。

これを受けて、内閣総理大臣の諮問機関であ

る経済戦略会議が、その最終報告で「道州制を

含めて日本の地方制度の再編成が必要である。

とりわけ3000以上に及ぶ市町村を1000以内に統

合することを検討せよ」と書いて、内閣総理大

臣に提出しました。これはかなりインパクトが

ある報告で、1000という数字はこの時に公式の

ものになったわけです。その他、地方分権推進

委員会の勧告、地方制度調査会の答申を経て、

政府内で推進の方向が固まっていきました。こ

うして、1999年８月の自治省事務次官通達とな

ったわけです。

この自治省通達の理論的根拠は、市町村合併

研究会の報告で、なかなかインパクトのあるも

のです。私は恫喝と総括、そして理論的説得に

満ちた報告書であると言っていますが、極めて

脅し的な部分の強いものです。ああせい、こう

せいということは言わず 「皆さんどうするお、

つもりですか」という基調で書かれています。

その通達以降、急速にさまざまな分野で動き

が出てきました。自治省は、地方新聞と共催し

て合併のリレー講演会を47都道府県すべてで開

催し、世論を高めることをやってきました。さ

らに追い打ちをかけるように、昨年10月25日に

出された第26次地方制度調査会の答申では、住

民投票制度が提案されました。市町村が合併協

議会を設置するにあたっては、住民の50分の１

の署名が集まれば協議会の設置ができるという

住民発議制度がありますが、それをさらに改正

し、関係する市町村で住民発議が整えば必ず議

会に付議しなければならず、加えて、住民から

の請求があり、議会がこれを否決した場合、住

民投票にかけるという方式です。

アメリカでは間接的イニシアティブと言いま

すが、議会が否決した場合は住民の意思がそれ

を上回るという方法です。それで合併協議会を

設置しようと。これは、この通常国会で市町村

合併特例法の改正案として提出される予定にな

っています。

ごく最近の動きでは、与党３党の行財政改革

大綱の基本方針の中で、1000という数字を合意

したことです。これによって概ね1000で固まっ

てきました。一方で自民党の税制調査会は交付

税制度の抜本的な見直しについて検討を開始し
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ております。

なぜ自民党が政党として市町村合併に合意し

たのかは、なかなか見えにくいところがありま

す。損得勘定からいくと、合併は政治家にとっ

てそんなに得なことではなさそうです。問題は、

この国の財政がもたないということにあると理

解しておく必要があります。

昨年６月の総選挙では、民主党が都市部にお

いて勝利をおさめました。その理由についてい

くつかの分析がありますが 。その１つに都市、

部と農村部、都市と地方との対立現象があげら

れています。都市部の有権者が、我われの納め

た税金を地方に流すなという声を出した。政府

の財政出動について不公平感を持ち始めたとい

うことです。確かに考えれば、都市住民１人あ

たりの投資額と地方住民１人あたりの投資額の

間には、何倍もの開きが出てきています。

このような選挙結果を受けて、自民党は、若

手議員たちを集めて都市部で勝てる自民党の選

挙戦略を練るなど、いち早く対策を講じました。

また、亀井静香政調会長は公共事業見直し論を

出すなど、いたずらに公共事業を地方へ運んで

いるという批判をかわすことが大きな課題にな

っています。

こういう中で、政府税調も自民党税調も交付

税の改革はやむなしとしています。財政的にも

たない。今年度予算で380兆円の国債残高です

が、さらに来年度は積み上がり、また国債依存

率は40％を超えそうです。1981年に臨時行政調

査会、いわゆる「第２臨調」を作って大騒ぎを

したことがあります。大蔵省は未曾有であると

大騒ぎをして、あの「増税なき財政再建」を言

ったわけですが、今にして思えば小さいもので

す。このような国の財政状況は市町村合併の欠

かすことのできない条件になっています。

省庁再編になってまだ日が浅いですが、来年

度予算の中で総務省は抜本的な地方制度改革の

検討委員会を作るための予算を要求しているよ

うです。実質的には財務省との間では話がつい

ていると思います。合併を通じてどういう地方

制度を新しく作り上げるか。コミュニティから

果ては道州制までの枠組みのなかで、どういう

理論的な根拠を出し、どういう展望をもって試

行できるかという研究会を始めるということで

す。これを念頭においておく必要があります。

都道府県合併指針の怪

都道府県が競うようにして合併の指針を出し

ているのは、摩訶不思議な感があります。京都

府の場合、合併のパターンは９～15提案されて

います。鳥取県の場合は、最大の統合で３市で

す。３つの市のために鳥取県庁が存在すること

は考えらません。これはどこの県でも一緒で、

市町村の数を３分の１にすることを前提にしま

すと、都道府県体制を維持できるはずがない。

現在の都道府県は、自分たちの存在を否定しつ

つ道州制への道を切り開くことをわかってやっ

ているのか、ということが一つ目の怪でありま

す。

もう一つの怪は、99年８月に出された自治省

事務次官通達は、分ｊｓ権型システムに移行し

た昨年４月には効力がないということです。そ

もそも99年８月の通達は希望通達のようなもの

で、何の拘束力ももたないわけです。かつての

機関委任事務制度のもとでは、都道府県知事に

対する通達は、知事が受ければできたわけです

が、少なくとも分権型に移行した今は、都道府

県が何か行動を起こす時にはその意思決定が必

要です。この通達にしたがって全国の都道府県

は、次つぎに合併指針を作りましたが、どこで
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意思決定がなされたか。現実は、従来通りに、

通達が出たからやっているのだと理解するしか

ないわけです。実は、この合併問題は、都道府

県の中のごく一部、市町村課、地方課が中心に

なってやっています。このために予算が使われ

ていることをどう考えるのか。分権システムに

移行して初めての国からの指示ですから気にし

ているのですが、粛々と作成され、今年３月末

までには全部の都道府県が提出することになっ

ております。

このような状況の中で、当初予測されていた

よりは大幅に合併が推進されつつあるというこ

とがおわかりいただけると思います。

市町村合併論の文脈

今回の市町村合併は、３回目の大きな合併で

す。明治の市町村制施行、戦後改革、そして地

方分権改革と、合併は大きな制度改革と寄り添

うようにして推進されてきました。

1888年（明治21年）に日本で初めて地方自治

制度（市政町村制度）を作った時、全国に自然

村、江戸時代から引き継いでいた集落は、７万

1500あまりあったそうです。たとえば江戸には

80万人がいましたが、村という名前だけで人口

がゼロというところも300くらいあり、だいた

い人口は数百人、数十人という小さなものでし

た。ここに地方公共団体、つまり市町村を作る

というわけですから無理があります。

また、同じ頃に義務教育制度ができて、小学

校の維持管理は市町村の役割だとされました。

しかし、人口規模が小さくて子どもがいない、

まして学校を建てるための資力もない村が多い

ということで、一定規模で合併する必要が生ま

れました。一方で、市町村になれば議会を置か

なければなりませんが、内務省の調査では、議

員になる資格を持った人がいないという自治体

が山のようにあったそうです。ご承知のように、

明治の選挙制度は公民制度をとっていまして、

地租または直接国税の納税者でなければ自治体

の議員になることはできませんし、当時の大地

主制度のもとではほとんどの農民が小作人だっ

たため、有権者がいませんでした。したがって

議会が作れない。そこで、せめて議員の数が賄

えるくらいの公民の数を集める必要がありまし

た。

しかし実際に調べていきますと、学校を単独

でできなかったら学校組合という別の公法人を

作っていいことになっていました。自治法上の

一部事務組合とは違って、小学校令の中で学校

組合を作ることでクリアできた。したがって一

番大きな問題は議会を作ることでした。

やがて戦後改革のときと同じように、いくつ

もの村落が合体して一つの地方公共団体になり

学校を樹立するわけですが、さてどこに設置す

るか。設置場所を決めることができない。皆さ

んだったら自分の家に近いところに作ってもら

いたいと思うでしょう。それぞれの集落が声を

挙げると場所の決定ができない。そこで議会を

作って、議会で審議させて、１カ所に特定する

ことが必要でした。

戦後改革においても、市町村が中学校を設置

し管理することが決まりましたが、この時にも

神戸勧告の中で、中学校を維持するには概ね80

00人程度の人口が必要だという試算が出ていま

す。そのために合併をしているわけです。別に

合併しなくても広域中学校を作ればいいのです

が、問題は場所です。どこに決めるか。それぞ

れの市町村で騒ぎになるため、議会を一つに統

合して中学校を設置していく。そういう意味で

は市町村合併はデモクラシーの単位を決定する
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上で、大変重要な意味をもっていました。つま

り、地域住民の意見の調整をするために、政治

の単位を統合していくことが不可欠でした。今

日の合併論においても、そういう要素が強く出

ています。

市町村合併が要請される理由

広域行政需要への対応

今日、市町村合併が要請される理由には、前

述した小学校の設置問題と似たような広域需要

への対応があります。

広域行政需要への対応は、これまでは広域行

政でやった方が効率的だという考え方でした。

しかし、今日、広域的でなければ解決できず、

しかし広域的調整の難しい分野がでてきました。

たとえばダイオキシン問題。廃棄物の焼却施設

に厚生省が補助金が出すことになっていますが、

その条件を満たすには相当な広域でなければで

きません。その場合にどこに作るか。小学校の

設置とは逆に、住民の強い反対があってどこに

も決めることができない。おそらくこのまま推

移しますと、合併をして初めてダイオキシン対

策をした大型清掃工場が建っていくことになり

かねないと思っています。実は、単独でも「燃

やさない」という方法が開発されているわけで

すが、ともかく合併研究会の枠組みは、新しい

行政課題が広域行政を不可避にしている、しか

も広域対応で超えられますか、と言っています。

広域行政は調整と話し合いによって行われる

ものですが、このような迷惑施設と言われるも

のは話し合いがつかないという問題を抱えてい

ます。一部事務組合で焼却炉を作るとしても、

どの自治体も引き受けるとは言ってくれない。

引き受けて帰ったら議会で袋叩きにあい、周辺

住民からは反対闘争が起こる。度胸のある市長

さん、町長さんでも「私のところで引き受けま

しょう」とは言えない。そこで広域行政の限界

が指摘されているわけです。

ごみ焼却施設だけでなく、介護保険制度も少

しずつ影を落としてきています。現在、全国に

広域連合は70あります。昨年12月にチェックし

た時は67、ほとんどは介護保険がらみのもので

すが、中にはすべての介護保険事業を共同で行

っている広域連合もあります。

最初、私は、事業体として一つになることは

合理的であると思っていましたが、いろんなと

ころを見てみますと問題が出ています。ご承知

のように、老人介護は、介護保険サービスのメ

ニューだけで充足されるわけではありません。

自治体の独自サービスやボランティア、ＮＰＯ

が提供するサービスと組み合わさって、お年寄

りの生活をカバーできる状況になっています。

介護保険制度は全国どこでも一緒ですが、介護

保険サービスしかないところと、それ以外の独

自サービスを組み合わせてやっているところや、

ボランティアやＮＰＯのサービスのあるところ

とは、サービス内容に大きく差がついています。

このサービスを隣のまちでは受けられるのに、

なぜ私のところではだめなのか。それは、広域

連合でやっているため、独自サービスがないか

らです。住民からこういう声が上がってきます

と、広域的な介護保険事業は破綻を来たすこと

が予測されます。これが隣のまちとの合併にな

りはしないか。これも、広域行政の限界の１つ

に上げる必要がある。

地方分権時代への対応

地方分権への対応も、これまでずっと言われ

てきたことです。ただし、これまでは地方分権

を実現するために合併が必要だと言われてきま

した。しかし今は、地方分権に見合った自治体

にどうやってなるかということが提起されてい
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ます。

自立し、地域と住民に責任のもてる自治体に

なることがテーマになっていて、たとえばまち

づくりの将来を見通す企画分野に人はいます

か？ 専門家はいますか？ 果たして皆さん大

丈夫ですか？ と。大きくなれば企画能力が高

まるかどうかは別問題だと思いますが、市町村

はそれぞれ自立して住民の要求と将来の不安に

対してきちっと応えていくことができるのかど

うかということが問題として提起されています。

あちこちで住民のアンケート調査がされてい

ますが、住民も合併推進派です。どちらかと言

えば合併した方がいいんじゃないかという声が

６～７割あります。こうした現状を考える必要

がありそうです。もしかすると、住民の漠然と

した現在と将来への不安に対して、自治体が応

えきれていないということがあるのかもしれま

せん。景気の状況について自治体が責任を負う

ことは難しいですが、少なくともここに住み、

この町で死んでいこうという拠り所としての自

治体にできているかどうか。自分たちの地域は

自分たちの自治体で作り上げていくという地方

自治の原則からみて、かなり怪しい自治体が多

い。自立していけない自治体が多くなっている

のではないかと思います。

少子・高齢への対応

３番目は少子・高齢への対応です。この問題

は深刻です。私たちは少子・高齢化という言葉

に慣れすぎていますが、一番きびしい見積もり

では、21世紀の100年の間に総人口は半分にな

ると予測されています。つまり、100年先には

日本の人口が6000万人になるということです。

人口が減ること自体は結構ですが、子どもが生

まれないことは大変な問題です。少子・高齢化

は人口構成に歪みが出るという算術上の問題で

はなく、私たちの身の周りから子どもの声や学

校がなくなっていくことを意味します。何の心

配もなく子どもを生み、育てることができると

いう地域を維持するのが、自治体の本来の役割

であるはずなのに、それに対応する政策が立て

られていないところが多い。

高齢者には死ぬまでサービスを提供しても、

30年、40年たてば不要になります。なぜなら年

寄りは死ぬからです。その後に残るのは何か。

土地だけなんです。子どもが生まれてこない。

私は1947年生まれですが、この世代は１年間に

約200万人以上生まれ、そのまま育ってしまい

ました。1947、48、49年の３年間に生まれた人

は500万人以上います。この人たちが死ぬまで

あと30年少しかかりますが、その後は楽ですよ。

高齢者問題は短期的に考えていいことなんです。

それより大事なのは、子どもが生めない社会、

子どもを生もうとしない地域になってしまって

いることをどう考えるか、この方が深刻だと思

っています。

もっと深刻なのは、中小の都市部周辺では生

産年齢人口が減少することです。現在の勤労世

帯、私たちの世代が集中的に住んでいるまちで

は、これから一斉に退職に向かっていきます。

こうした生産年齢人口が減少する地域で高齢対

策事業を進めると、これまでは税収源になって

いたものが、これからは税金を食っていく側に

回ります。千葉市の周辺のベットタウンで、苦

しくなる前に黙って千葉市に合併しようという

知恵者がいますが、千葉市の方は百も承知で、

入れないと言っています。こういう事態があち

こちで起きてくることになります。現在1500人

くらいの町村は、将来、数百人になる可能性は

どこにもあります。行政需要は増えるばかりで

すから、1000少しの人口でそのうちの半数は高

齢者だったらやっていけません。そういうこと

を匂わせて、考えた方がいいよと言っているわ

けです。
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日本で今、一番小さな村は東京都青が島村で

す。内陸部では愛知県富山村があります。現在

221人です。ここには交付税が４億円近く支払

われていて、私は、役場を潰して200万円ずつ

分けた方がよほど暮らしがよくなるのではない

かと話したことがあるのですが、しかし意外に

この町は元気です。ぜひ一度ホームページを開

いて見てください。参加費をとって、炭焼き教

室とか、自然の木の名前を教えるコースとかを

していて、都会からどんどん人を呼び込んでい

ます。宿泊も、民宿が２軒あります。講師は皆、

村人です。高齢者が多いのですが、その人たち

は歳をとらない 「寝たきりゼロ」という言葉。

がありますが、年寄りは身体を使った方が福祉

予算はうんと助かります。人口が少なくなった

ら村は成り立たなくなるのかどうか、検討して

みる必要がありそうです。ただし、今申し上げ

たのは、大量の交付税がつぎ込まれているとい

う前提ですので、こうした前提がない場合どう

なるかという問題は、別に出てまいります。

地方財政の危機

４番目には、地方財政の慢性的な危機があり

ます。将来、そう好転はしないだろうと思いま

す。このような財政事情の中で、金はない、年

寄りは増える、納税者は減る。この３つの条件

があると、自治体は潰れます。そこで市町村合

併研究会は、合併ということを真剣に考えたら

どうかと言っているわけです。

ごもっともな話だと思います。地方公共団体

は、自治集落とは本質的に違います。1878年、

大久保利通が「地方体制の議」という建白書を

出しました。その中で彼はいくつかの法律を提

案しています。一つは郡区町村編制法、府県の

下に郡を、郡の下に町村を整備しよう。これが

法律になりました。そのほかの「地方税規則」

では、地方のことは地方の住民が税を払ってや

っていくことになりました。ただし、この時の

税は府県税です。芸者置屋や大八車などいろい

ろなものに課税ができ、この税収で府県が事業

ができるようになりました 「府県会規則」で。

は、選挙で府県会議員を選出することになりま

した。

では、大久保は町村をどう考えたか 「町村。

は勝手たるべし 「放っておけ 。彼の言葉を」、 」

借りれば「社会共同独立の区画としておいてお

け」と。井上毅の「農村管見」においても、農

村は自由に放っておいて自治の気風でやらした

方がいい。これに対して山県はそうはいかん。

大陸との関係、列強との関係があって、内政需

要をなるべく地方に任した方がいい。そのため

に、ドイツの制度をもってきて市町村を作りま

した。市町村は何をするか。それぞれの地域の

公共事務全般と、国政事務を委任することにし

たわけです。その地域で発生する事務は常に市

町村という団体があたる。それだけでなく国の

委任事務も担う。徴兵の仕事、徴税もさせる。

ここに現在の地方公共団体ができたわけです。

時代の変化とともに行政需要は増えます。高

度経済成長の時には公害問題が発生しました。

人びとが都市に集中してくると、公営住宅が必

要になる。山の木を削ったら洪水になるので治

水が必要になる。次つぎに行政需要が増えてく

る。それを自治体が引き受けてきました。今、

直面しているのは、自治体、地方公共団体がこ

の増え続ける行政需要に対して応えきれなくな

ったことです。

現在、景気浮揚対策として、政府は躍起にな

って国債を発行して公共事業をしています。し

かし、前倒ししてもこれを受けることができる

自治体がうんと減っています。町村では公共事

業の裏負担ができないからです。まして地方単

独事業はもっと減少しています。地方にはそん

な力はない。政治家としては、地方公共団体を
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再編をして財政的な余力をつけ、公共事業をさ

ばいていくだけの実力にしなければ日本の将来

はないと考えるのは、正当な発想だと思います。

このように考えれば、今度の合併の動きは理

の当然ということになり、動きはそっちに向い

ていて到底これに逆らうことはできないという

ことになります。問題は、私たちが、地方公共

団体として考えるのではなく、暮らしていく拠

り所としての自治体をつくる視点で見る必要が

あります。人のつながりとしての単位、人が見

える単位、あの人が困っているそうだというこ

とがわかる範囲、あの山を削り出したのは誰だ

ということが発見できる範囲、そういう地域を

管理、経営していく単位として自治体を考えれ

ば、別の議論も可能なわけです。私は今、地方

公共団体論ではなく、基本的な視点から自治体

論を作り上げることが必要ではないかと考えて

います。

新合併促進策とその論点

市への昇格

旧自治省は、合併を促進する上で必要と考え

られるほとんどのメニューを作りました。あと

は合併した町村に記念品を贈呈します、という

ような政策しかないくらいです。

1995年の市町村合併特例法改正では、人口５

万人以上だったものを４万人に変更しました。

篠山市の合併の時にどう計算しても５万人にな

らないから、法律変えようと。中核市の規程要

件は、30万人以上で面積が100平方キロ以上、5

0万人未満の場合は昼間人口が多いことが条件

でしたが、横須賀市長に自治省出身の若手がな

って、中核市になるとき、ベットタウンで夜間

人口が多いため、分権一括法の時に自治法の改

正もして、昼夜間人口の要件を外しました。私

たちは横須賀市のための改正だと言っています。

今度の通常国会では 「市」の要件を人口３、

万人以上にまで下げようと言い出しています。

本来は 「市」になるか「町」になるかは選択、

制にした方がいいと思いますが 「市」という、

ものに一定の格式を与えて、誘導しています。

人口20万人以上で特例市ができましたが、そこ

の地方紙には「特例市昇格記念」と書かれてい

ます。果たして昇格かなと思いますが、中核市

もそうです。合併を求める住民の意識の中にも、

「郡部」と言われるのが嫌で「市」と言われた

いという気持ちがあります 「市」という言葉。

には、都会的で近代的な暮らしのイメージにあ

るのでしょう。そうであるとすれば、みんな

「市」にすればいいのです。

大学で、地方からきた学生に出身地を聞きま

すと 「京都府」と言います。京都府のどこか、

を聞くと 「京都市の近くです」と。自治体の、

名前を言わない。町とか村の出身です。私も北

海道樺戸郡新十津川町出身です。その誇りを１

人でも多くの人に知ってもらおうと思いますが、

学生たちには躊躇させるものがあるわけです。

合併促進ではなくても 「市」に昇格するとい、

うのは、そういう気分をくすぐる措置と言える

でしょう。

促進策で私が怒っているのは、議員の退職年

金特例です。12年間議員をやっていると年金が

つきますが、合併によって議席数が減ると要件

が満たせない議員が出てきます。そのため、合

併特例法の本文で「12年を満たしたものとみな

す」という条文を入れたんです。自治省はそん

なデリケートな部分まで合併を進める手だてを

考えています。子どもたちに「あなたは高校３

年生だから20歳になるまでタバコを吸ってはだ

めだけれど、特に20歳とみなす」ということに

なりかねない。
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合併特例法による財政措置

その他にも、合併特例法による地方交付税の

算定の特例があります。これは、Ａ・Ｂ・Ｃ市

が合併する場合に人口割で交付税を計算し直す

と、試算では２～３割は安くなります。それを

Ａ・Ｂ・Ｃ市それぞれ現在もらっている交付税

の合算額を、５年間保障する制度です。これを

さらに去年の分権一括法の時に、10年間に延長

しました。10年間の合算で余る部分を何に使う

かは大事です。

また、市町村建設計画に基づく事業で特に必

要と認められるものは、10カ年度に限り地方債

を充当でき、元利償還金の７割は基準財政需要

額に算入できるという、合併特例債があります。

総務省のホームページを見ると、合併特例債を

計算するところがあり、合計額が瞬時に出てき

ます。全国の自治体が本気で合併をやって1000

に縮めたとすると、一体、合併特例債はいくら

になるか。埼玉県の浦和市、大宮市、与野市の

合併で739億円、山口県の徳山、下松、新南陽

市、熊毛町、鹿野町が合併すると648億円が使

えます。大宮の例と差がありません。これは人

口規模だけでなく、合併する市町村の数が反映

するようになっているからです。人口が少ない

小さな町がたくさん合併するのを奨励する戦略

の一つです。95％に特例債を充当できて、その

うち70％が交付税に参入されますから、おなか

を痛めずに巨大な事業が２つも３つもできる。

この合併特例債は、建設事業に当てられます。

建設事業で10年間にこれだけの金を地方につぎ

込んだら、その後の維持管理はどうなるのかと

いう問題を考えないといけない。大変、危ない

と思います。現在、自治体は財政的に重症です

から、合併したら一息つけますが、一息ついた

ら後に待っているのは突然死、ということにな

るような状況です。しかも、合併特例債の返済

時の交付税参入率70％というのは、総務省の市

町村担当が単に１行書いているに過ぎない。法

律でも何でもありません。御破算にしても何の

法的責任が問われるわけではない。地方に配分

する交付金額を減らして、その分を返済に当て

ていくことも可能です。特例措置には、そのツ

ケがあるという発想がなければ大変危ない。合

併して、10年間だけおいしい目をして、皆で夜

逃げするわけにいかないところが辛いところで

す。

その他の措置

合併を考える機関として各自治体に合併協議

会がおかれますが、どうやって活用するか。ド

イツの地区議会では、その地域の形状変更につ

いては拒否権をもっていると聞きます。それぞ

れの地区の議会が意見を表明し、拒否権がある。

日本ではそういうことは考えられていません。

その他、合併直後の臨時的経費として合併普

通交付税が交付されますが、府県からの支援も

あります。府県は勧告機能をもっていますので、

推進要綱が決まって合併パターンが示されたら、

推進のテコ入れという順番になっていくだろう

と思います。

私が危惧しているのは、それぞれの県が達成

率の競争にならなければいいということです。

日本の自治体は横並びでいっているところがあ

りますので 「恥ずかしいから頑張る」となる、

のではないか。大事なことは、それぞれの市町

村合併が、住民が何を考えているか、またこの

ままの状態では人口が減る、高齢者か増える、

税金が減る、交付税が減る状況の中で、どうや

っていくのかを検討することです。

昨年11月、自民党行財政改革大綱のなかに市

町村合併が書き込まれたことによって、公債費

負担各区差是正のための特別交付税措置が作ら

れました。その他、今、取り沙汰されているも

のとしては、合併しない町村には窓口事務だけ
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やらせるというような案も出ています。実際の

公共事業、行政サービスは県に代行させること

を検討している。それに合わせて郵便局を活用

するアイディアも出されています。郵便局の案

は有力だと思っています。総務省は旧郵政省、

旧自治省を中心に、財政投融資の制度改革を考

えています。大蔵省の資金運用部から地方債を

借りることができなくなりますので、郵貯が地

方債資金としてどう動かすかということが大き

な課題になってきます。旧郵政省と旧自治省と

の関係が密にならざるをえない。旧郵政省が全

国にある特定郵便局を維持したいと考えれば、

当然、行政事務を扱わせることを考える。おそ

らく合併すれば、旧町村の支所の業務を郵便局

が代行するということが浮上してくると思いま

す。これについては、私は、反対でも賛成でも

ありません。住民からすればどっちでもいいわ

けです。要は、窓口が人びとのどのような要望

に応えられるかということです。

合併のメリット論の検討

住民利便の向上

さて、アンケートの自由意見の中に、メリッ

ト、デメリットの声がたくさんありました。自

治省のホームページにも、市町村合併のリメッ

トが出ています。その一つは住民利便の向上。

住民窓口が広くなって、いくつかの市町村が合

併すると、その区域内どこへ行っても住民票が

取れますと。しかし長野県諏訪広域圏では、６

つの窓口でとれるように10年前からやっていま

す。広域電算処理で出す。住民票の証明は誰の

名前になっていると思いますか？ どこででも

取れるためには共通にしておかないといけない

ので、広域市町村圏協議会長の名前で証明して

います。自治省は見て見ぬふりをしています。

総務省も黙っている。銀行が合併すると支店が

増えるので、窓口は増えます。しかし自治体が

合併すると窓口は減ります。そこで考えられて

いるのが郵便局ですが、合併しなければできな

いわけではない。

田無市と保谷市が合併して西東京市になりま

す。今までは、保谷市は田無市を取り巻くよう

な地形にあったので、学校に行くのに田無市を

通り抜けていました。合併すれば学校も西東京

市になるので、近くに行けるようになる。こん

なすばらしいことはないと言っています。藤沢

市と茅ヶ崎市の市境に大きな団地があって、真

ん中に市の境があります。藤沢市は団地に小学

校を作りましたが、茅ヶ崎市は作らずに従来の

学校に通っていました。藤沢市の団地住民は、

地域に学校を作るように運動をしました。議会

で揉めて決着したのは、団地内の小学生はすべ

で藤沢市の小学校に通うということでした。こ

ういうことは、自治体間の協定でいくらでもで

きることです。茅ヶ崎市は藤沢市に委託し、そ

の分の教育費を支払っています。したがって、

田無市も保谷市の小学生を受け入れれば、必ず

しも合併しなくてもいい。知恵があるところは、

とうの昔からやっています。

田無市と保谷市が利用している西部新宿線の

ひばりが丘駅はひどい状態です。この駅は、田

無市から見ても保谷市から見ても周辺でした。

しかし今度は市の中心になるので、総合開発の

予算が付きました。合併前は、田無市からすれ

ば、保谷市の住民が利用するから本気で金を入

れない。保谷市も田無市の住民が利用するから

金を使わない。だったら両者で共同の事業体を

作って開発すればいいと思うのですが、このよ

うな関係を続けていた２市が合併して、本当に

まちづくりができるのかということを考えてお

かないといけないと思います。

公共施設の相互利用にしてもそうです。すぐ

近くに図書館があるのに使えなかった。合併す

れば使えるようになりますと。問題はその前に

図書館の相互利用協定を作っておけばいい。今
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や他の図書館から取り寄せてもらえるというサ

ービスの時代に、これが合併のメリットと大手

を振って歩かれるのは、ちょっと苦しいのでは

ないかと申し上げたいと思います。

サービスの高度化・多様化

合併によって大きくなると、専門組織の配置

や、専門能力を持った職員が雇えるとしていま

す。当たっているところもあります。組織配置

には一定の規模が必要ですが、数が多くなれば

企画能力が高まるというのは間違いで、東京都

はあんなに数がいて、企画はほとんど民間会社

に丸投げです。ウォーターフロント開発などあ

りとあらゆる構想は、民間委託です。東京都は、

頭の部分が民間委託、足腰も民間委託で、何を

しているのでしょうか。

数を増やせば簡単にまちの未来を考える人が

出てくるというものではありません。数が少な

くても、その中でまちの将来を考える人材を育

ててほしい。まちの将来を考える人は必ず仕事

をしていません。そういう人は昼間、天井を見

てボッと考えている。朝出てきて昼過ぎまで新

聞を読んでいる。インターネットでアクセスし

て唸っている。天井のシミを数えている職員も

必要です。人員が少ないと、びっしり働いてい

ないとズルく見えるから、ひたすら事務処理に

携わってしまう。実は何も考える時間がない。

こういう状況になっていることこそピンチだと

思っています。

また、福祉は高いところに水準が揃うと言っ

ていますが、本当かどうか検証する必要があり

ます。高いところに揃うのは、ご安心ください、

職員の給料と議員の報酬です。これは高いとこ

ろに揃う。アンケートでは、賃金が下がるので

はないかという不安をもっている人が何人かい

ましたが、まず心配はありません。しかし、福

祉の水準は平準化されます。突出した部分が抑

えこまれる 「福祉のサービスは高いところに。

揃えます。負担は低いところに揃えます 。ウ」

ソ言え、と思うんです。こんなおいしい話があ

ったら移りたいと思います。

「合併をすると、どの地区でも夜間の救急診

療が受けられます」と言われていますが、夜間

救急診療をやっていない自治体が、やっている

自治体と合併すれば当たり前のことです。やっ

ていないところをやれるようにすればいいだけ

です 「消防の出張所ができて到着するのが５。

分です 。合併して消防の出動が増えたという」

話は聞きません。中央の消防は強化されますが、

地方の出動体制は薄くなってどうしようかと考

えています。全国にたまたまそういうところが

あっただけと言っておきましょう。

重点的な基盤整備

基盤整備のための公共投資についても、重点

化すれば周辺は放っておかれます。逆の現象も

あります。北上市では、従来の市街地整備が全

然できなくなりました。合併した以上１つの市

ですから、地域格差があってはいけないと周辺

の下水道普及率を上げました。その結果、町村

部の下水道事業に金を全部持っていかれるので、

旧市街地にあてる金がなくなって商店街から不

満が出ています。格差を是正しようと思えば、

周辺部に重点がおかれる。それをやらなければ

周辺部を切り捨てることになります。それは政

治的にできない。

商店街の振興でも、中心街を重点的に整備す

れば、旧役場の周辺にあった小売店舗が潰れま

す。町役場があって近辺に小売商店がある。役

場に行って住民票の手続きをしたついでに買い

物をする。そういう町のヘソのようなものがな

くなる意味は大きい。お年寄りは大きくなった

自治体の郊外圏に車で買い物に行くことが難し

いんです。そういう意味で町が一つひとつ消え
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ていくという裏側を考えないといけない。

環境・観光政策への広域的対処

観光は効果があります。今までは隣の村と客

の取り合いをしていましたが、一緒にやろうと

いうことになります。お宅はスキー場で、うち

は宿でというように、面的に整備する。広域的

な観光の面的配置は生まれているようです。

行財政の効率化

合併すれば職員の数が減るかどうかというデ

ータはありません。戦後、昭和20年代、30年代

で、1960年代に新産業都市、工業地域特別整備

で合併をしました。したがって、高度成長の時

期ですから、合併による人件費削減効果と行政

需要の伸びが相殺したので、どれくらい合併に

よる人員削減効果があったかどうかはわかって

いません。

アンケートの中の意見で感心したのは、合併

によって国鉄生産事業団のように、もう一度採

用試験をやったらどうかというものです。面白

い意見ですね。書いた方の周りには、給料だけ

とって役に立たない職員が一杯いるのでしょう。

ただし、合併すると、これまでのように小さな

職場でもたれ合って、仕事をしないことを責め

るのはよそうという空気だったのが、一緒にな

ると世知辛くなってサボっていられないという

ことは起きそうです。そのことは住民の立場か

らすれば望ましいことです。能力を高める方向

で刺激が発生するとは思います。

地域のイメージアップ

アンケートでは、女性職員より男性職員の方

が、合併に積極的姿勢があるという数字でした。

しかし地方に行きますと家庭の主婦に合併論が

多いという傾向があります。車座で聞きますと、

この村はとにかく古い。親父たちが昔ながらの

やり方で仕切っていて、嫁にきても発言権がな

い。封建的だ。それに比べると私がパートに行

っている隣町は違う、と言います。古い体質の

村を合併によって変えてしまおうという願いが

ある。これは行財政の効率化より効果があるか

もしれないと思います。新しい風が吹く。意外

なところに合併を考える論点があるんだなと思

いました。それはそれでいいかもしれないと思

っているわけです。

地方公共団体論を越えて

近代化、情報化、市という名称も含んで、い

ろいろな要素の中で人びとは合併を前向きにと

らえようとしています。

地方公共団体としての自治体が、直面してい

る危機を打開するという点から考えれば、市町

村合併はかなり正当性をもっていると思います。

さらには、それぞれの地域に住んでいる人たち

が、この町で住み続けようという思いが今、薄

れています。つまり、自治体が信用されていな

いという現実からみても、合併論は次の夢を託

せる。

合併がどのような答えになるのかわからない

ですよ。少なくともこれまで、合併をしたらこ

んな町になれるということを聞いたことはあり

ません。そうした意味からも、行政は、そうし

た住民の漠然とした不安に対して、どういうま

ちにするのかを明確にしながら合併を考える必

要があると思います。

＊この原稿は、今年の２月９日に、自治労京都府本部

主催春闘討論集会における講演をもとに、作成した

ものです。

つじやま ゆきのぶ

（中央大学法学部教授・（財）地方自治総合研究所理事）
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