
「市町村合併建設計画」への視点
一人一人の住民を視野に

新 川 達 郎

当初 「合併と都市計画」というテーマで講、

演をというお話があったのですが、都市計画あ

るいは都市マスタープランについては、むしろ

合併後の策定または改訂課題ということになり

ます。当座は、都市計画事業そのものについて

は基本的に引き継ぐため、これと総合計画やそ

の他の施策等とあわせたものをベースにして

） 、「合併建設計画（市町村建設計画 」をつくり

その中で実現していくことになります。

都市計画事業については、前倒しはかなりで

きると思うのですが、計画それ自体については

そういう合併後の見直しという位置づけがあり

ます。したがって、テーマを拡大解釈させてい

ただき 「都市計画」というよりは「市町村建、

設計画」にウエイトをおいたお話をさせていた

だきたいと思います。

合併協議会で策定される「合併建設計画」に

ついては、一度まとめておいた方がいいと思い

ます。むしろこれが、合併にあたってはかなり

カギになる役割を果たします。したがって、合

併建設計画を中心的にチェックしていくことで、

ある程度、合併のいろいろな問題も浮き彫りに

なってきますので 「市町村建設計画（ここで、

は「合併建設計画 」をとりあげて、お話しし」）

ます。

「合併建設計画」の位置づけ

市町村の合併にあたっては、合併特例法で合

併協議会が設置されると 「市町村建設計画、

（合併建設計画 」の策定が義務づけられてい）

ます。この策定主体は合併協議会で、都道府県

知事との協議が前提になっています。知事は総

務大臣に報告をする義務があります（合併の流

れについては、４ページの図を参照 。）

合併特例法で定められた市町村建設計画の内

容は、基本的に４つあります。

１つは、合併市町村の建設の基本方針。つま

り、ビジョンです。

２つめは、建設の根幹となるべき事業、主に

公共投資的な建設事業が中心です。この事業に

ついては、吸収合併の場合には、吸収をされる

地域の建設事業のみが掲載される場合もありま

す。

３つめは、公共的施設の統合整備に関する事

業です。これは昔から合併の大きな目標になっ

ていたのですが、現状では非常に小さな扱いし

かないというのが、実際です。むしろ、現状で

いえば、どれくらい新しい施設をつくるのかと

いうところに関心があり、この統合整備は今の

ところあまり大きくは触れられていません。削

減する話ですから、あまり載せたくないという
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気持ちもあるのかもしれませんね。

４つめは、財政計画です。これは、簡単な財

源と事業費の見積り程度のものです。内容的に

は、例えばそれぞれの市町村や、合併後の新市

町村の財政を直接、左右する内容というよりは

むしろ、実際の事業費の財政的裏付けを一応と

ってあるという程度のものにとどまっています。

そういう数表的なものが財政計画です。ですか

ら、政策的に財政をどうしようかという話では

ありません。

合併建設計画の意義

「合併建設計画」の意義を、簡単に見ておき

たいと思います。

１．合併の基本方針を立てる

「合併建設計画」の大きな役割の一つは、合

併のビジョン、つまり展望をはっきりさせるこ

とです。合併に向けていろいろ議論していって、

ここまで実現することで手を打とうという合意

形成の到達点を提示すること、そして以後の合

併協議の指針を明らかにするという意味合いが

あると思います。

２．合併建設計画の役割

この「合併建設計画」が出来上がった後のそ

の役割は、１つには、合併協議を進めるにあた

って、課題解決のためのたたき台や議論の出発

点になっています。計画をつくるプロセスでも

合併協議のたたき台になるのですが、合併建設

計画ができた後には、もっと細かな行政事務手

続や施策の調整に関する取り決めという細部の

調整に入って行きますので、そのための手掛か

りになります。

また、２つめは、最近の傾向として、策定し

た計画や策定中の計画をもとに、住民参加の材

料や住民説明の材料にするとういう役割があり

ます。

３つめは、合併後に行う事業を実施するため

の約束という役割もあります。当然、合併建設

計画に登載されたものは、合併特例債や過疎債

が適用されるという位置づけになっています。

３．策定手順

策定の手順としては、基本的には合併協議会

を設立した段階から、合併建設計画の策定が始

まると考えていただいていいのではないかと思

います。だいたい合併建設計画の策定に１年か

かります。この計画ができると合併後の市町村

のフレームができますので、これにもとづいて

実際の合併への事務的な協議を詰めるのに１年

をかけます。したがって、およそ２年程度の合

併準備期間が必要です。

だいたいこれまで法定合併協議会が作られて

から後の合併にかけられる時間はおよそ２年間

ですが、このパターンでは、前半の１年は建設

計画に、後半の１年は事務協議に費やされると

考えていただいていいと思います。合併推進が

随分といわれているということもありますので、

今後の事例ではどうなるか少しわかりませんが、

今のところ大きな変化はないと思います。

計画の作成と変更にあたりましては、知事と

の協議が必要になります。その理由は、合併に

あたっては都道府県事業が合併建設計画の中に

入ってくる場合が多いので、都道府県の役割と

の調整が必要になってくるためです。この点に

ついては、都道府県の関与の問題を指摘される

方もありますが、公共土木事業関係は都道府県

の事業も多いのでいたし方がないところもあり

ます。
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建設計画の内容

建設計画の内容は、一般的にいえば総論と各

論に分かれています。

１．総論

総論は、合併建設計画の基本方針です。

最近は「なぜ合併なのか」という内容も最初

に入ることがありますが、普通はまず合併建設

の基本方針を書くことになります。

基本方針では、何本かのまちづくりの柱、例

えば福祉、保健、教育、都市基盤、都市計画と

いう大きな枠組みをつくり、目標を設定する。

それから、具体的で大まかな空間的な整備、例

えば交通体系とか主要施設の配置といったよう

な空間整備イメージも、基本方針の中に含まれ

ます。もちろん「明るく豊かな……まちづく

り」というような、よくある標語も入ることが

あります。

２．各論

各論のほうは、分野別整備計画という性質を

もつことになります。例えば基盤整備という分

野を立てて、その中に交通体系があって、そこ

には道路や軌道系とかが入って、道路でも国県

道はどうするか、生活道路はどうするのか。そ

のなかで実際にどの路線を整備改良するかが、

順次書かれていきます。これについては、実際

の事業までブレイクダウンされた、分野別の整

備計画が書き込まれることになります。

他の既存計画等との関係

１．基本構想、基本計画（総合計画）

「合併建設計画」とその他の計画の関係をみ

てみますと、まずそれぞれの市町村の総合計画

が問題になります。

既存の「総合計画」は、普通、基本構想と基

本計画からできています。一般的抽象的な方針

を示す基本構想に対して、ある程度、具体的な

施策の大綱を提示したものが基本計画です。地

方自治法においては基本構想の策定までは義務

づけられていますので、これとの関係もあって、

総合計画はほぼすべての自治体で策定しておら

れます。

この基本計画等の計画事業については、一応、

原則として合併建設計画に書き込まれるのが、

これまでの比較的一般的なやり方です。そのた

め、従来のそれぞれの総合基本計画を集めたも

のとして、当面の合併建設計画の具体的な施策

が出てくるケースが多くなっています。特に事

業レベルでは、このケースが多くなります。た

だし、事業規模は、合併をチャンスと考えて大

きく膨らませてしまうケースもあります。

なお、新しい基本構想、基本計画等は、合併

後の新市町村の体制がスタートした時点で改め

て策定、というのが通常のパターンです。

２．都市計画等

総合計画以外にも、都市計画とか住宅マスタ

ープラン、緑の基本計画とか、山ほど計画行政

がありますが、そういう計画については基本的

に合併後、新しい市町村として改めて作成する

というのが、これまでの扱い方のようです。し

かし従来の計画内容については、合併建設計画

のなかで反映させるという、前述の総合計画と

同じ扱いが、通常されているようです。

つまり、従来計画の延長上に合併建設計画が

つくられるという基本的な約束ごと、ないしは

フレームがある。その時に、それぞれの事業の

取り扱いにおける軽重のメリハリについては、

多少、従来の計画とは違ってくる可能性があっ

て、特に公共事業型の一部については肥大化を
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してしまう傾向もあるということを注意してお

きたいと思います。

合併成立後には、それ以後の動きの中で新し

い計画が、策定し直されるということのようで

す。

合併建設計画への視点

さて、この合併建設計画というものをどうい

う観点で見ていく必要があるのか、どういうと

ころに論点があるのかについて、合併の将来ビ

ジョン、計画の体系性や合理性、実効性や効率

性、計画のプロセス、計画以後への配慮という、

５つほどの項目に大きく分けて考えてみたいと

思います。

１．合併地域の将来ビジョンを示しているか

１つは、合併地域の将来ビジョンをどのよう

に示しているのかという観点です。

将来ビジョンを検討していくにはいろいろな

視点があると思いますが、例えば地域の実情に

見合った将来の展望、予想にもとづいているの

かという問題があります。

合併建設計画では、よく、10年後の人口推計

や経済推計をしながら、向こう５年間の投資を

考えるということをするわけですが、それが本

当に地域の実態を反映した将来像なのかという

ことが１つめのポイントになると思います。つ

まり、ビジョンが具体的な情報にもとづいて明

確に地域の将来像を提示しているかどうかが問

題になるわけです。

２つめに、その時のビジョンは合理的で有効

性のあるものかどうかという点です。合併建設

計画をご覧いただくとわかりますが、どうして

も政治的に見て合意しなければなりませんので、

概して、かなり抽象的で、一般的です。そこで

は、何を言っているのかわからないし、まるで

ものの役に立ちそうにないようなものが、比較

的多くなっています。その意味ではビジョンそ

のものが、有効で合理的なものであるかについ

て考えておかないといけないということです。

３つめは、そういうビジョンを地域の人たち

が共有できているかどうかということです。住

民の意向をどこまで反映できているのか。ある

いは、合併する市町村自体が、そのビジョンに

合意ができているかどうかという問題もあると

思います。

４つめは少し難しいのですが、計画における

ビジョンの役割として、計画全体をリードして

いったり計画を象徴したりといった一種のシン

ボル機能があるはずです。ビジョンあるいは将

来像が、計画全体を牽引していくような力を発

揮できるものでなければ、これを立てる意味は

半減するわけですが、そういったものになって

いるかどうか、このあたりは要チェックかなと

思っています。

２．計画の体系性・合理性

また、合併建設計画では、各論部分が中心に

なりますが、事業の体系性や合理性が図られて

いるのかどうかといった観点も重要です。

その１つとして、実際、こういう計画はどう

しても総花的なものになりやすい傾向がありま

ので、まずはビジョンと主要な柱、あるいは主

要な事業の関係をどう整理し、体系化している

のかを見ることがポイントになります。大きな

ビジョンと似合わない、わけのわからない事業

がついてくる場合がありますので、その関係が

筋道立てて説明できるかどうかが、チェックポ

イントです。

２つめは、計画の体系が妥当かどうかという

観点です。

先ほど申し上げましたが、総合計画がそうで

あるように、標準的な柱立ては似たり寄ったり
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のものになりやすい。とはいえ、やはりその地

域の将来像をきちんと描くということからすれ

ば、地域の実状を合併建設計画の体系が反映し

たものになっているかどうかは、重要なポイン

トです。百貨店方式で何でもあり、ということ

では、地域の計画とは言えないのではないかと

感じていまして、その計画体系の適切さが問題

になりそうだと思っています。

３つめは、計画が、合併市町村の内部におい

てそれぞれの地域間のバランスという観点から

見た時に、よい計画といえるのだろうか、とい

うことです。

もちろん、いろいろなバランスがあります。

悪平等というバランスもありますし、合併のご

褒美のようなバランスもあるかもしれませんが、

少なくとも地域整備をしていくという部分的な

ねらいだけではない観点から、全体としてのレ

ベルアップを図れるような地域間のバランスが

とれるかどうかは、重大問題です。このバラン

ス問題は、計画の体系性・合理性の根本にかか

わってくると思います。

３．計画の実効性・効率性

計画の実効性・効率性は、体系性・合理性と

重なるところもありますが、限られた資源を実

際に有効性のある手法で利用することを考える

という視点です。計画が、どれくらい有効なも

ので、しかもコストから考えても、またもっと

広く社会的費用から考えてみても、それなりに

納得できるものかどうかという観点です。

少し細かく見ると、計画が実現可能なものに

なっているかどうかという点の判断においては、

事業の設定が現実に合っているかどうか、ある

いは財源の見通しはしっかりしているかどうか

が、ポイントになると思います。

計画の効果や効率については、実際の事業に

ついて見通しをもって考えられているかどうか

という点が問題です。つまり、結果の出る事業

内容になっているかどうか、無駄がないのかど

うかという視点です。

個々の事業について、財源見通しであるとか、

事業規模そのものの適切さも問題にすべき点で

あると思いますが、その一方では、そうした諸

事業全体の財政の見通しが過大になっていない

かどうか、あるいは過少になっていないかどう

か、トータルにも個別にもチェックしておかな

いといけないと思います。

４．計画策定過程

合併建設計画の策定過程にも注意する必要が

あります。

１つには、策定過程において、公開性や透明

性が基本的に確保できているかどうかです。策

定に当たっては、常に情報が分かりやすい形で

提供されていること、さらにそれがより多くの

住民の目に触れるようになっていることが求め

られます。透明度の高い合併建設計画の策定は、

計画内容をよりよいものにしていくためにも必

須の条件でしょう。

２つには、繰り返しになりますが、住民参加、

つまり住民の意向が充分に反映できているかど

うか。法定合併協議会の設置に至るまでの住民

合意も重要ですが、それから後の合併建設計画

や合併協定にいたるまでの住民参加は、さらに

具体的な住民生活条件に影響する変化が含まれ

るものだけに、十分に工夫され実現されていく

必要があります。

３つには、計画そのものを客観的なものにし

たり、より科学的なものにしていったり、ある

いは計画が具体的に地域づくりを進めるものに

なるかどうかという点です。このあたりを確保

することができているかどうかで、計画の持つ

合理性や効率性、有効性や実現可能性が大きく

左右されることになります。そういう技術的専
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門性が策定プロセスで確保されているかどうか

という観点です。

５．その他の留意点

最後に、合併建設計画段階では、この計画に

掲載されない事項が比較的多いので、そうした

事項についてどのように配慮しようとしている

のかも見る必要があります。

具体的には、地方税額や使用料・手数料、補

助金やいろいろなサービスの給付水準、窓口サ

ービスの提供などが、合併建設計画以後の合併

協議における重要な議論のテーマです。

例えば窓口サービスは、それがどの場所で提

供されるのか、それぞれの住民の身近な場所で

提供されるのか、支所や出張所の設置の問題が

大きいと思います。これらは合併建設計画それ

自体の課題ではない分野ですが、当然、これら

を考慮しながら合併建設計画を作っているはず

ですので、それら施設の配置や統廃合をどのよ

うな見通して作っているのかが、ポイントにな

りそうだと考えています。

また、教育文化や福祉のサービスについて言

えば、それらが、どの程度の水準で提供されそ

うなのかも、合併建設計画の施策提携での位置

付けと関連してくることになります。これらの

ソフト系のサービスについても、施設や主要施

策との関連でチェックしておく必要があります。

誰のための合併建設計画か

合併建設計画を見る視点は、最も基本的には、

それが誰のために作られているのかという問い

かけにあります。いうまでもなく、当該市町村

に暮らすすべての住民のための合併でなければ

ならないのです。

しかし、そのときに注意すべき点として、住

民全体をひとかたまりとして見るのではなく、

一人一人の利害関心に着目すべきだという点が

大切です。合併は、多かれ少なかれ、地域社会

に構造変化を起こすものであり、それは生活そ

れ自体への影響も大きいのであり、その影響は

一人一人の住民が結局のところ引き受けざるを

得ないからです。しかも、それは、当該合併市

町村だけではなく、隣接地域の住民も巻き込ん

だ大きな影響を及ぼす問題かもしれないという

可能性があります。

そうした観点からすれば、合併建設計画は、

誰のための計画なのか、利害関係者にとって正

当な計画なのかを、改めて問われる必要がある

と考えられます。

（にいかわ たつろう・

同志社大学総合政策科学研究所教授）

＊この原稿は、２月26日に行われた「丹後ブロック合

併研究会」における報告をもとに作成したものです。

6


