
北上市合併の成果と課題
丹後６町合併問題と､まちづくりへの教訓

木 谷 晋 市

1980年代における行政改革以来 「地方分権、

の受け皿」として財界を中心に府県および市町

村の合併が主張された。他方、89年には第２次

行革審が「府県連合、市町村連合制度、地域中

核都市制度」を、92年には第３次行革審が「地

方分権特例制度（パイロット自治体 」を、そ）

して93年には第23次地制調が「広域連合及び中

核都市」提言した。これらは地方自治体の規模

や能力が様々であることを考慮して、地方分権

の「受け皿論」を回避しつつ「選択的分権」を

可能にするという戦略に基づくものであった。

こうして中核市や広域連合制度は、94年６月の

地方自治法の一部改正により創設をみたのであ

る。

こうした流れのなかで94年の第24次地制調は、

「地方分権に関する答申」を出し、現行の二層

制の維持を基本とした分権改革の推進を提言す

るとともに 「市町村の自主的な合併の推進に、

関する答申」を出した。前者は 「地方分権の、

推進に関する大綱方針」の閣議決定、95年の地

方分権推進法公布、地方分権推進委員会設置、

97年までの４次にわたる勧告（その後98年第５

次、01年最終勧告）を経て、99年に地方分権一

括法の成立、翌2000年４月の施行に結実するの

である。

他方、後者に関しては、その意図とは必ずし

も一致しない方向をたどることになる。自治省

は95年の合併特例法期限切れに対応するため、

94年から「市町村自主合併の推進方策等に関す

る調査研究委員会」を発足させていたが、この

成果と先の24次地制調答申に基づいて95年に合

併特例法の改正を行った。

この改正による大きな変更点は、従来の同法

が「合併障害の除去」を目的にしていたのに対

して 「自主的な合併の推進」を目的とした点、

である。この目的を実現するため、住民のイニ

シアティブによる合併を促進するための住民発

議制度の新設、関係市町村住民の意見を新自治

体に反映させるための議員の定数に関する特例

の延期、様々な財政措置の充実強化のほか、市

町村建設計画の改善や府県の支援が勧告された。

このように近時の改革では、合併の「自主

性」とその「支援」を目的とした制度改革がめ

ざされてはいた。しかし、こうした制度はその

運用によって左右され、そしてその運用の方向

は、政治状況や財政事情に基づいた関係者の

「行動」に左右される。その点に関して、96年

の衆議院選挙で自民党が議席を大幅にのばし、

全閣僚を自民党議員で占めた。自治省では、97

年、大臣が年頭挨拶で「市町村を1000程度に」

という趣旨の発言をしたことを皮切りに「合併

相談室」が設置された。また、橋本政権におけ

る「財政構造改革の推進」にからんで「地方公

共団体の行政体制を並行して強化」するため
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「市町村合併について、集中改革期間（平成10

年度～12年度 」が設けられた。そして、合併）

のための一層の財政措置が実施されるとともに、

99年８月には自治省から都道府県に市町村合併

パターン等を内容とする要綱作成が要請され、

ほとんど全ての都道府県で具体的な合併の組み

合わせが示されることになった。さらに最近で

は、地方交付税の減額見通しを総務省が発表す

るなど、小規模市町村不利の条件が加わってき

ているのである。

こうして、自治の段階的・選択的拡大と自治

能力の主体的向上をめざした「自主的な合併」

は、中央政府の指導に基づく誘導的合併に変質

しつつある。その端的な現れが、地方の財政危

機が深刻化するなかで論議される「合併の損得

論」であろう。確かに近年の中央・地方の財政

状況を考慮するなら、合併に際して国の財政支

援措置等を十分に考慮する必要はある。しかし、

一時的な財政支援に頼った箱もののバラ捲きに

よる合併の強行は、自治能力の向上とは縁遠い

ものであり、後年への負担の先送りにすぎない。

重要なことは、どのような将来像をもった新

しいまちを構想するか、その構想に住民の意思

をどのように組み込むか、そしてその組み込み

のプロセスをどのように作っていくか、であろ

う。そして、このプロセスを日常化する仕組み

の形成を通じて新しいまちが建設されるのであ

り、住民参加に基づく地方政府の形成が促進さ

れるのであろう。その意味では、第１次分権改

革が積み残した「住民自治」の論議を活性化し、

第２次分権改革につなげる萌芽が、そこにある

のではないだろうか。

こうした観点で丹後６町の将来を考えた場合、

財政基盤の安定、地域の活性化、福祉の向上と

いった一般的な目的を追求する過程で、住民自

治の育成どのように組み入れていくかが問題と

なろう。その場合、様々な先行事例から成功や

失敗を学び、自らのまちづくりに役立てること

は必要なことであろう。そこで、ここでは北上

市の例を取り上げ、今後のまちづくりを検討す

る上での材料を提供したい。このため、まず、

一般に理解されている北上市の合併の経緯とそ

の成果を簡単に紹介する。次に、これらの理解

についての若干の疑問点を検討し、その成果の

要因を再検討するとともに、合併後の課題と対

策を分析する。その上で、丹後６町の将来を考

える場合にこの事例から学ぶことができる点を

整理してみたい。

なお、ここで北上市を取り上げたのは、次の

ような点を考慮したからである。

第１に、ある程度の評価ができる点である。

80年代後半以降の行政改革の流れのなかで行わ

れた合併（1985年４月～2002年３月までに24件、

参照 自治省ホームページ）のなかでも、北上

市は合併後10年を経て、それなりに成果と問題

点があきらかになっている。

第２に、先進性という点である。上記の合併

の中でも、北上市は合併成功の先進地として知

られており、多くの視察が訪れている。

第３に、モデルとしての適切性の点である。

上記の合併例の多くは政令指定都市、県庁所在

地、県庁所在地に準じる市、市と市などである。

丹後６町との比較を考えた場合、都市的な地域

は必ずしも適切ではなく、また、あまりに特殊

な要素を持つ地域も規範性を持ち得ない。この

点、北上市と丹後６町は、その規模等において

それほどかけ離れたものではない。

一般にいわれる北上市合併の経過と成果

新しい北上市は、1991（平成3）年４月１日

に北上市、和賀町、江釣子村が新設合併で誕生

した。先に述べたように、北上市には合併の先

進例として多くの視察があり、その報告書のい
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くつかには共通する認識がみられる。これらを

整理しておこう。

１．合併の背景と経過

これらの地域は、1954（昭和29）年の岩手県

第１次市町村再編試案で合併勧告を受け、73

（同48）年には北上市から合併申し入れを行う

など、古くから合併への取り組みがあった。そ

の上で、86（昭和61）年11月に３市町村議会で

構成する三市町村開発協議会から提言がなされ

て以来、62年12月に現況調査が和賀中部行政連

絡協議会へ付託され、89年３月に「将来構想」

、策定された。これをもって住民説明会が123回

広報誌掲載が76回行われた。その上で90（平成

2）年2月に法定協議会に準ずる協議会(７回開

催)が、そして６月には法定協議会（10月まで

８回）が設置され、12月に協定書調印式、議会

議決が行われ、91年４月１日より新市が発足し

た、ということである。

この合併の背景や目的としては、①結婚の交

流をはじめ、歴史的なつながりがあったこと、

②生活・文化・通勤通学・商業など、実質的に

一つの都市圏を形成していたこと、③高速交通

体系の整備を活用した将来の発展のために地域

総合力を高める必要があったこと、④行政区域

を越えた地域課題への対応が必要であったこと、

⑤より高度な都市的サービスの供給が必要であ

ったこと、があげられている。

そして、この合併が成就した要因として、①

議会からの提言であったこと、②対等合併であ

ったこと、③住民の盛り上がりを背景にしてい

たこと、④合併によるデメリットを極力少なく

し、住民の不安を解消する努力をしたこと、が

あげられている。

このうち、①②③に関連した具体的動向とし

ては、３市町村議会で広域的課題を調査するた

めに設置されていた開発協議会総務部会総会に

おいて、84（昭和59）年に合併を専門に研究す

る「合併特別部会の設置」が提言された。この

部会は12回にわたって開催されたのであるが、

その間、86年８月には住民意識調査も実施され

た。その結果は、合併賛成が北上市77％、和賀

町56％、江釣子村56％、合計71％あった。この

ことを理由の一つとして合併提言が行われた、

ということである。

また、広域化に関する一般的評価として、

(+)面は、効率化、専門職員育成、広域課題へ

の対応力向上、大規模プロジェクトや経済発展

の可能性、地域イメージ向上等があげられる。

これに対して、(-)面は、周辺中央の地域内格

差、住民サービス低下、住民との距離拡大、地

域個性の埋没等があげられる。先の④に関連し

た具体的なデメリット解消策として、次のよう

な対応策を採っている。

①きめ細やかな住民サービスを確保するため、

各町村庁舎を支所とし、庁舎間をオンライン

化するとともに、管理部門以外の各部署を配

置した。

②均衡ある地域の発展を実現するため、新市建

設計画において、公共下水道を和賀地区へ拡

大し、都市機能の充実をめざしたこと、将来

の本庁舎を江釣子村内におく計画を立てたこ

となど、新市建設計画事業費736億円のうち

で、和賀・江釣子地区に５年間重点配分す
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表１ 北上市各地域の人口変動

区 旧 昭60(85) 平 2(90) 平 7(95) 平12(00) 2-12年 伸び率

黒沢尻 北上 28,297 30,150 32,296 32,514 2,364 7.8%

飯豊 北上 8,412 8,792 9,915 10,602 1,810 20.6%

二子 北上 3,269 3,292 3,318 3,622 330 10.0%

更木 北上 1,634 1,550 1,498 1,458 -92 -5.9%

黒岩 北上 1,158 1,093 1,045 1,069 -24 -2.2%

口内 北上 2,375 2,280 2,203 2,122 -158 -6.9%

稲瀬 北上 1,036 1,044 1,015 1,016 -28 -2.7%

相去 北上 6,736 6,436 6,973 8,057 1,621 25.2%

鬼柳 北上 3,834 4,142 4,683 5,197 1,055 25.5%

江釣子 江釣子 8,444 9,346 10,433 11,221 1,875 20.1%

細川目 和賀 5,225 4,862 4,637 4,578 -284 -5.8%

岩崎 和賀 5,116 5,091 4,859 4,725 -366 -7.2%

藤根 和賀 4,722 4,824 5,094 5,379 555 11.5%

合計 80,248 82,902 87,969 91,560 8,658 10.4%

資料： 三市町村合併10年の検証」北上市「

る計画を立てた。また、旧市町村境界地域に

おける土地利用の適正化に努めた。さらに、

５年後に事務を一元化した際も、分庁舎方式

を採用し、旧和賀町に農林部、教育委員会、

江釣子村に建設部を配置して、地域に配慮し

た分散化を行っている。

③行政のサービス水準に関しては、合併前の市

町村が行っていた行政サービスの中で高いと

ころに合わせ、住民負担に関しては、低い市

町村に合わせることを原則に急激な負担増に

ならないよう調整した。

④補助金等を付与していた公共的団体は、実績

に合わせて１年以内に統合しながら、各種補

助金を継続充実するとともに、職員等による

人的な援助も実施した。

２．合併の成果

北上市は、合併の成功例として知られ、多く

の視察が訪れている。市もこうした視察に対応

してきた経験もあり、合併後10年を経たことか

ら統計や施策の整理を行っている。そのデータ

が「合併のメリット」と考えられている側面の

成果を明確に示していることから、なお一層

「成功例」という評価が高まっているといえよ

う。その概略を以下の６点で整理しておく。

①人口の増加

人口は、合併前の90（平成2）年82,902人か

ら2000（平成12）年91,560人と8,658人増加し

ている。その増加率をみても、合併前５年間の

平均が0.66％であったのに対して、合併後５年

間の平均が1.22％となっている。

当初の新市建設計画における人口見通しでは、

平成７年に93,000人、平成12年に100,000人の

予定であり、それが実現しておらず、地域別の

人口変動をみると、一部で減少がみられるが、

おおむね合併の効果があったと考えられている。

②産業生産額の推移

工業は順調に推移しており、工業出荷額、従

業員数、事業所数に関しては県内第１位となっ

ており、県内の中核工業都市に成長している。

農業粗生産額は、合併以来県内第１位を維持し

てきたが、年々生産額が減少しており、現在は

県内第２位となっている。産業別人口変動をみ

ると、第２、３次産業は増加しているが、第１

次産業は低下しており、しかも老齢化が進んで

いる。

③財政の状況

合併時には積極財政を行ったが、近年は経済
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環境の悪化から厳しい状況となっている。合併

後の主要財政指標は、

・公債費比率は、合併時に比べて増加している

が、起債制限比率は減少傾向にある。

・経常収支比率は、危険領域には達していない

ものの、やや悪化傾向にある。

・財政力指数は、0.50から0.59と市の発展にと

もない着実に増加している。

④地域総合力の向上

合併により、地域総合力が向上した結果、地

域指定や全国大会開催などが可能となった。

・全国規模の大会やイベント

99（平成11）年度 インターハイ、全国童

謡サミット、全国選抜ゲートボール大会

00（平成12）年度 国際ペタンク大会、地

域づくり全国交流会議北上大会

・93（平成5）年、地方拠点都市地域の第１次

指定を受ける。

・93年より、夏油高原開発が推進され、夏油温

泉スキー場、ゴルフ場などが建設される。

⑤住民サービスの向上

・専門職員の交流により、その質的向上が図ら

れるとともに、専門職員による高水準のサー

ビスが提供できるようになった。また、３庁

舎（旧市町村庁舎）間のオンライン化により、

どこでも住民票等が交付可能となった。

・新しい住民サービスや旧市町村が単独で実施

していたサービスを新市全体で実施した。具

体的には、福祉タクシー事業（合併後新設 、）

診療機関までのバス（旧和賀を市全地域に）

などである。なお、山間地において路線バス

が廃止されるところもあるので、現在コミュ

ニティバスの導入を検討するため試行中であ

る。

⑥行政の効率化

３市町村が一体化することによって、様々な

自治体の運営上の合理化が期待されているが、

これらについては次のような成果があったと報

告されている。

・議員定数は、合併前３市町村合計70人から32

人に削減され、その節減効果は年額14,500万

円と算定される。

・職員定数は職員適正化計画に基づいて合併時

822人から01（平成13）年４月１日現在758人、

と64人削減され、その効果は年額約６億円と

見積もられている。ただし、当初の削減計画

では02（平成14）年までの12年間で100人程

度の削減を予定していたが、様々なイベント

北上市合併の成果と課題 5

                                  平 2(90) 平12(00)                                    昭40(65) 昭50(75) 昭60(85) 平7(95)

製造業出荷額                      2,119億円 3,674億円 第１次産業             49.3 31.5 21.0 11.8

市民所得／１人              1,977,921円 2,843,442円 第２次産業                                  20.0 30.4 35.8 42.0

市民税／１人               95,774 円 125,934円 第３次産業                        30.6 38.0 43.3 46.2

資料：北上市「三市町村合併10年の検証」 資料：北上市「新『北上市』誕生」「三市町村合併10年の検証」

平２年度 平３年度 平７年度 平11年度

公債費比率 13.0 14.4 16.4 16.2

起債制限比率 12.1 11.8 11.6 10.1

経常収支比率   70.0 68.8 70.8 77.7

財政力指数 0.50 0.51 0.54 0.59

計画予算額 26,998,810 34,291,414

決算額 26,362,873 32,107,743 35,175,128 38,807,085

予算対決算伸率 118.9% 102.6%

資料：北上市「三市町村合併10周年の検証」

表２　製造業出荷額と所得 表３　北上市（３市町村）の産業別人口割合

表４　主要財政指標と各年度の決算額



の開催や大型プロジェクトの推進等のために

新たな人員を必要とし、現在に至っている。

・市域拡大にともなう公共施設の利用増加が図

られ、適正配置が計画された。

・合併条件でもあった旧和賀町の老朽校舎の新

設が、学校を統合（旧和賀町内小学校生徒数

1300人10校が６校に。他は変化なし）して実

施された。また、その跡地に工場の誘致が実

現し、就業機会の増加や所得向上に役立って

いる。

３．北上市が指摘する今後の課題

このように、おおむね大きな成果があったと

報告されている北上市の合併であるが、10年を

経て、いくつかの問題点も自覚されている。こ

れらの問題点に関して、次のような課題を設定

して、解決を図ろうとしている。

第１に、地域間格差に関するものである。北

上市の地形は東西に細長く延びているが、先の

地域別人口変動をみてもわかるように、市の東

西の周辺地区の人口は減少している。これらの

地域の振興を図りながら、市の近郊ある発展を

図るということである。

第２に、新都市建設計画積み残し分に関する

ものである。建設計画では278事業を予定して

いたが、95（平成7）年までにその73.3％が終

了し、2000（平成12）年までには80.3％が終了

している。しかし、合併の際の最大の争点であ

った新市庁舎を旧江釣子村内に建設するという

計画は実現しておらず、その他いくつかの事業

も実現していない。これらについては、社会の

変化によって必要性が低下したものや、財政的

観点から優先性が低いと判断されたものなどが

含まれているので、そうした点を吟味しながら

積み残し事業の推進を図る、ということである。

第３に、農協や商工団体等に未統合の団体が

あるので、これらの統合をめざすことである。

農協の一部については、負債等の問題があり、

現在調整中である。また商工会議所・商工会は、

国の補拠金等の関係もある。これらの点を克服

して統合を図りたいということである。

第４に、市民の一体感やコミュニティの醸成

に関するものである。合併当初より、ハード面

では旧町村を優先した事業展開を行い、北上市

民として一体化できるようなイベントの誘致な

どを行ってきた。また、旧市町村時代のイベン

トは実行委員会形式として行うほか、各自治会

(125団体)単位の自主的活動についても市が補

助金や人材提供によって支援を行っている。さ

らに、近年では公民館単位（５～６自治会で１

公民館）の地域計画を策定（担い手→婦人団体、

青年団体、老人団体、福祉団体、市会議員な

ど）してもらい 「平成13年度総合計画」へ反、

映させた。こうした活動を一層すすめ、地域の

特性を生かしたまちづくりを推進する、という

ことである。

第５に、地方分権の実現にあたり、行財政基

盤の一層の強化が不可欠であることに鑑み、健

全な財政運営を心がけるとともに、広域行政の

あり方についても調査研究していく必要がある、

ということである。

合併の再検討

北上市の合併をこのように整理すると、二つ

の誤った解釈を導く可能性があるように思われ

る。一つは 「合併さえすればバラ色になる」、

という誤解であり、もう一つは「あまりに条件

が整った特殊な成功例である」という解釈であ

る。前者の観点に立てば、現在の合併の財政措

置を使って、工業団地や箱ものを各関係地域に

ばらまきさえすればよい、という対応につなが

るように思われる。また、後者の観点に立つな

ら、たとえば、議会による発案、地域住民の賛

6



表５ 北上市の合併に関する年表

54 北上市55和賀村（56町）→各町村の基礎 53 町村合併促進法

＊岩手県第１次試案(54) 61 低開発地域工業開発促進法

62 新産都市

67(s42)7.25 和賀中部行政連絡協議会設立 65 市町村合併特例法

（行政側）広域＋地域開発→合併基礎資料 72 日本列島改造論

72(s47)7 三市町村開発協議会設立（議会側） 75 合併特例法延長(10年で120件)

74.10.21 「４月合併」正式申し入れ 77 東北縦貫自動車道一関盛岡開通

74.12.28 和賀町合併見送り回答 （北上江釣子インター 江釣子村内）

82 新幹線開通

86.10.31 開発協議会合併提言決定 83 高度技術集積地域開発促進法

87.12.21 現況調査（行政連絡協へ付託） 87.3 第四次農村地域工業導入基本方針

89.3.15 「将来構想」策定89.4以降議会説明、 87.9 北上川流域テクノポリス地域指定

90（H2).2.17 法定協議会に準ずる協議会(7回) 87.12 総合保養地域整備法成立

→90.6.12 法定協議会（10月まで8回） 91 東北横断自動車道秋田線一部開通

90.12.3 協定書調印式、91.4.1新市発足 93.2 北上中部地方拠点都市指定

成、工業団地造成や企業誘致の成功などは

「賜」であり、その恩恵としての人口増加や財

政的安定などがあったのであるから 「羨望の、

対象」とはなっても「努力するに際してのモデ

ル」とはならない、ということになる。こうし

た誤解をなくすために、改めて北上市の経済発

展の要因を整理し、合併との関係を再検討して

みたい。

１．合併の経過についての再検討

先に述べたように、合併成功の要因として、

議会発議、対等合併、住民支持、不安解消があ

げられている。これらについて合併の経過から

再検討してみよう。

1991年の北上市合併の経緯に関して、その発

案が86年の議会側機関である開発協議会による

合併提言に求められ、それ以前の合併論議につ

いては「古くから合併への取り組みがあった」

とされるにとどまる。しかし、合併の遠因とし

ては、むしろ74年に挫折した合併を牽引した67

年の和賀中部行政連絡協議会設立の方が重要で

あるように思われる。

1960年代は高度成長の時代であり、工業の地

方分散をめざした新産業都市などの地域開発ブ

ームがおこっていた。これに呼応するように自

治体の広域化、市町村合併の必要性が説かれ、

65年には市町村合併特例法が制定された結果、

75年の改訂までに10年で120件の合併が行われ

ている。

北上市域でも３市町村間で広域行政や地域開

発に関する調整を行うため、67年７月にそれぞ

れの行政部局で構成される和賀中部行政連絡協

議会が設立されているが、ここでは合併も念頭

におき、そのための基礎資料も作成された。そ

こにおける５年間の調整がある程度整ったうえ

で、72年７月に議会側調整機関として三市町村

開発協議会が設立された。そして、議会内及び

行政間の調整がほぼ整った74年10月に75年「４

月合併」が正式申し入れられた。すなわち、７

年以上に及ぶ調整過程を経て、ほぼ合併合意が

得られていたと考えられる。ところが、その後、

３市町村で地域懇談会が行われたのであるが、

同年12月、和賀町が合併見送り回答を出し、合

併は断念された。この背景について、一説では、

一県会議員の反対によるとも言われているが、

北上市合併の成果と課題 7



いずれにしろ、行政部と各市町村議会レベルで

は、合併についての共通認識がある程度できて

いたといえよう。

この間に、69年には新全総が、そして72年に

は日本列島改造論が提唱され、地域開発の波は

ますます高くなっていた。地域開発が進むなか

で合併問題が起こり、そして見送られたのであ

るが、70年代にはこの地域でさらに開発が進み、

企業誘致も成功し、人口も増加した。このため、

合併見送り後も和賀中部行政連絡協議会と三市

町村開発協議会は引き続き活動を続けている。

その後、77年に東北縦貫自動車道の一関盛岡

間が開通し、北上江釣子インターチェンジが江

釣子村内にでき、また82年には新幹線も開通し

ている。しかしながら、産業によっては70年代

には既に見られた海外生産が80年ごろには徐々

に拡大し、従来型の産業構造の転換が迫られる

時期でもある。実際、北上市域でも、80～90年

にかけて人口の伸び率が鈍化するとともに、第

２次産業就業比率も30％台半ばで増加が止まる

ことになる。こうした事態を改善する方策の一

つがハイテク産業のような新たな産業の誘致で

あろう。具体的には、83年には高度技術集積地

域開発促進法(いわゆるテクノポリス法)が定め

られているが、この指定を受け、産業誘致のた

めの基盤整備を進めることであろう。こうした

時代を背景として、84年の三市町村開発協議会

総務部会総会において｢合併特別部会の設置」

が提言されているのである。

ところで、この特別部会が設置されてから86

年10月に協議会で合併提言が決定されるまで２

年以上を要している。また、合併の調査を担当

した和賀中部行政連絡協議会は、その完了まで

に１年半をかけ、住民説明会等で半年をかけて

いる。さらに、議会説明に１年をかけたうえで

「法定協議会に準ずる協議会」および法定協議

会を経てようやく90年12月３日に協定書調印式

が行われている。つまり、決着まで７年間をか

けて調整を行うという慎重な姿勢が見られるの

である。

その要因の一つは議会における調整だが、そ

の背景にはそれぞれの議員の地元との関係があ

る。一般に合併によって中心地域は利益を得る

が周辺部は寂れるという理解が多い。実際、

「この合併は黒沢尻（旧北上市の中心地）の再

生にある （ 岩手日報』2000年９月８日付、特」『

集「新世紀へのまちづくり-3-）という考え方」

を持つ人も多かったといわれている。そのよう

な反対論に対処するため、新市建設計画では各

地域への重点配分が必要となったといえよう。

もう一つの重要な争点は、新市役所の設置位

置である。この点に関しては、江釣子村長が新

8

昭40(65) 昭45(70) 昭50(75) 昭55(80) 昭60(85) 平2(90) 平7(95) 平12(00)

人口 68,349 68,074 71,383 76,633 80,248 82,902 87,969 91,560

増加率 - -0.4 4.9 7.4 4.7 3.4 6.1 4.1

資料：北上市「新『北上市』誕生」「三市町村10年の検証」

北上市 和賀町 江釣子村 合計

合併はなるべく早くする方がよい 53.96% 31.67% 30.86% 48.01%

合併はよいが急ぐ必要はない 23.02% 23.84% 25.31% 23.38%

合併しない方がよい 8.72% 28.47% 32.72% 14.34%

合併に関心がない 14.30% 16.02% 11.11% 14.27%

合計 1238人 281人 162人 1681人

 資料：北上市「新『北上市』誕生」

表６　北上市（３市町村合計）の人口変動                                         

表７　合併意識調査



しい市域の中心となる江釣子村内に市役所の設

置を強力に求め、結局、新市建設計画に「新市

市庁舎を平成９年度を完成」をめどに「20億

円」を盛り込むことで、決着している。これは

諸般の事情から現在も実現していないが、前回

の合併論の際に全く問題になっていなかったこ

とから、インターチェンジを村内に持ち、企業

誘致による経済発展を拡大した江釣子村の発言

力が高くなっていることを表しているだろう。

これは「対等合併」という手法にも現れている。

ところで、合併成功の要素として住民の支持

があげられている。その根拠は86年８月の住民

意識調査である。前述のように、そこでは合併

賛成が北上市77％、和賀町56％、江釣子村56％、

合計71％あった、ということである。しかしな

がら、この解釈はいささか強引である。下の表

をみてもわかるように、合併賛成が多い北上市

のデータがかなり重視されている。しかも、

「急ぐ必要はない」が含められている。考え方

によれば、それは「将来的には合併してもよい

が、今は必ずしも必要ではない」と解釈するこ

ともできる。そのうえ、このデータは、有権者

、の１割(5,625人)をサンプルとしたのであるが

。回答は対象者の29％(1,681人)にすぎなかった

その点で、十分な意識調査とはいえないように

思われる。

また 「住民の不安解消」も取り立てて特別、

なものではない 「各町村庁舎を支所とし、庁。

舎間をオンライン化」することは珍しいことで

はない。また「行政のサービス水準を高いとこ

ろに合わせ、住民負担を低い市町村に合わせ

る」とか「統合された各種団体への補助金を継

続充実させる」ことは多くの合併で行われてお

り、むしろ、これらは合併後の自治体運営に支

障となる可能性を持つ場合もある。さらに、

「対等合併」や「和賀・江釣子地区に５年間重

点配分」は、ある面では不安解消といえるかも

しれないが、個別利害調整のために行われたバ

ラ捲きの側面もあるように感じられるのである。

こうしたことから、３市町村の合併は、高度

成長期から検討され、各市町村当局及び議会構

成員の一部では、総論的ではあるが、共通に認

識されていた。今次の合併論の調整過程でも87

年９月には北上川流域テクノポリス地域の指定

があり、87年12月には総合保養地域整備法（い

わゆるリゾート法）成立し、この共通認識は一

層高まっていたといえよう。しかし、こうした

「合併リーダー」たちも、個別的には、それぞ

れの地域利害を代表している。また、周辺部と

なる地域を代表する議員も、それぞれの利害が

ある。これらが錯綜し、全体の調整に時間がか

かったことが想像できるであろう。

これに対して、一般の多くの人は無関心か消

極的である。先の意識調査を別の視点で見るな

ら、すぐに合併すべきと考える人は、回答者約

30％のうちの約50％で、15％にすぎなく、あと

の85％は無関心か消極的と考えることもできる。

つまり、この合併は、行政部を含む「合併リー

ダー」たちが、相互調整をしながら、一般の多

くの無関心か消極的な人々を牽引したものであ

ると考えることもできるであろう。ただし、こ

こでは積極的な反対は必ずしも多くないことも

確かである。

２．成果と課題に関する再検討

先に述べたように、合併の成果としては、①

人口の増加、②産業生産額の増加や所得の向上、

③財政の拡大と安定化、④地域総合力の向上、

⑤住民サービスの向上、⑥行政の効率化などが

あげられている。たしかに大規模なイベントや

下水道整備地域の拡大、住民サービスの拡大な

どは、財政規模が拡大したり、相互交流するこ

とによって実現したものであろう。また、人口

増加や生産額の増加、財政の拡大は、合併によ

北上市合併の成果と課題 9



って地域開発がより大規模で、より効率的にで

きたことに由来すると考えられる。その点では、

一般的な広域化の(+)面がうまく現れたといえ

よう。

ただし、こうした成果はこの合併だけででき

たものではない。北上市の合併成果を示す表で

は、人口変動などは昭和60(1985)年以降しか載

せられていないが、前述の合併過程で説明した

ように、この地域は1970年代に企業誘致などに

成功し、人口増加が起こっている。むしろ、そ

の時期の発展から80年代の成長力低下傾向への

対処として、合併が推進されたということであ

ろう。

また、この経済発展は、高速道路、インター

チェンジ、新幹線等の条件によってのみできた

わけではない。むしろ北上市は「市としての歴

史はそれほど古くはな」く 「盛岡市と一関市、

のほぼ中間に位置しながら、北に隣接する花巻

市、南の水沢市と比較しても『中途半端なま

ち』だった （前掲 『岩手日報』-1-）と言わ」 、

れている。実際、これらの市は歴史的・文化

的・経済的に蓄積があり、合併前の北上市をこ

れらの市と比較すると、その規模が必ずしも大

きくないことがわかる。

そうしたなかで、これらの市を越えるような

発展をしたのは 「後発の利益」を生かそうと、

した努力にある。同じ北上川流域に並び、自然

条件という点では差がなく、むしろ規模的には

小さい北上市が、70年代の企業誘致で勝ち抜き、

さらに合併後の北上川流域テクノポリス地域指

定後も、発展を続けているのは、これらの市と

の競争があったからであり、そのなかで他にな

い魅力を打ち出すことができからであろう。そ

の意味では、70年代の基礎があって、さらに新

たな時代の変化に対応したことが、この成果を

生みだしたのであって、合併だけで成果が上が

ったわけではないのである。

こうした成果の反面、課題があることも示さ

れている。北上市による課題の認識としては、

５年間の重点投資にもかかわらず、地域間格差

があり、均衡ある発展を図るというものであっ

た。確かに、新市建設計画278事業のうち、５

年間の和賀・江釣子地域への重点配分が約束さ

れた平成７年度までに73.3％、205事業が終了

した。しかし、その重点配分が終わった８年以

降12年までには18事業が行われているにすぎな

いとはいえ、その金額は全体の40％にも及ぶ。

そのなかでも、中心市街地再開発などの事業に

は、他の地域からの批判が強い （前掲 『岩手。 、

日報』-3-）

また、地域格差だけでなく、産業間格差につ

いても批判がある。その多くは「工業だけに力

を注ぎ、農業、商業が忘れられた 「小規模農」

家、中小商店に冷たかった」(前掲 『岩手日、

10

人　口 一般会計予算

平成２年 （平成２年度当初）

盛岡市 231,878 56,061,000 事業件数（件）      

花巻市 70,355 18,151,106 　　計　画 278 278

水沢市 57,646 16,216,232 　　実　施 205 18 223

江刺市 35,460 11,122,718 　　実施率 73.7% 80.2%

一関市 61,044 16,687,946 事業費（千円）

３市町村 82,694 22,894,000 　　計　画 73,635,313 73,635,313

 旧北上市 58,297 14,540,000 　　実　施      68,251,260 44,424,323 112,675,583

資料：北上市「新『北上市』誕生」 　　実施率 92.7% 153.0%

資料：北上市「三市町村10年の検証」

表８　北上川流域近隣市の人口と当初予算の比較 表９　新市建設計画の実施状況
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報』-4-)という声に集約される。実際、従来県

内１位を占めていた農業出荷額は第２位に転落

している。もっとも、農業は米作中心で、しか

も高齢化がめだつことから、新しい作物への転

換が困難であり、農家の改革意欲も必ずしも高

くない。商業についても、合併以前から国道沿

いに郊外型大規模店舗の進出があり、以前から

旧来の商業地域の衰退が起こっていた。この対

策の一つが中心市街地の再開発であるが、こう

した従来型の対策に 「21世紀はテーマのある、

まちづくりが大切なのに既存の概念、旧態依然

。 、とした発想しかない」との反発が強い （前掲

『岩手日報』-4-）

このように、合併に際しては「不安の解消」

「均衡ある地域の発展」などの対策がめざされ

たのであるが、結果として批判が多いことは確

かである。もっとも、これらの批判のなかには、

ある意味で地域エゴに基づいたものや従来型の

行政依存の反映ともいえるものも多い。その原

因として、合併決定のプロセスにおける調整が、

広く住民の参加に基づいたもではなく、合意を

得るためのバラ捲き的要素が強かったことにあ

ることも考えられる。つまり、住民自身が自ら

将来のまちづくりを考え、自ら行動する契機が

欠けていたために、バラ捲きに対するチェック

機能も生まれず、行政依存の傾向も払拭されな

かったのではないかと考えられるのである。

こうした主体的な住民参加の必要性は、北上

市でも認識されている。合併後２期を経過して

勇退した市長に代わって、99年に新たな市長が

選出された。新しい市長は、北上青年会議所理

事長、商工会議所会頭、観光協会会長、教育委

員長などを歴任し、地元で市の建設過程に関わ

ってきた経験から 「教育や福祉の拠点として、

公民館を重視し、地域活動を細分化する『市の

中の分権 （前掲 『岩手日報』-7-）を掲げ』」 、

ていた。この考えを実現するための試みが、

「地域住民で作成した地域計画の総合計画への

反映」や「市民から公募した委員で構成される

総合計画検討ワーキンググループの設置」であ

る。

地域計画は、16の公民館単位（市内125自治

会の各５～６自治会で１公民館を設置）で、婦

人団体、青年団体、老人団体、福祉団体、市会

議員などを中心に策定された。各地区の素案に

関しては、中間報告会を通じて全体との調整が

はかられた。また、それらが反映された基本構

想の素案に関して意見交換会が、基本計画・実

施計画に関して各地区協議会が検討を加えてい

る。また、総合計画検討ワーキンググループは、

16人の市民公募委員と８人の市役所職員から構

成され、総合計画の基本構想・基本計画・実施

計画の検討などを13回にわたって実施した。そ

の他、市民参加に関わる部分では、計画策定に

先立つ住民意識調査、素案に対する市政モニタ

ー会議、総合計画市民フォーラム、市政座談会

なども実施された。このうち、市民フォーラム

の運営はＮＰＯが行ったものであった。こうし

て2001年度から10年度にわたる基本計画には、

それぞれの地域の個性が反映され、様々な市民

の意見が採り入れたといえよう。

もちろん、今回の試みは行政主導の側面は否

めない。しかし、こうした参加のプロセスを通

じて自分たちの住む地域を再確認したり、市政

に関心を持った人も多いはずである。そうした

人々の今後の活動が広がっていくことを通じて、

市政への市民の一層の参画が期待されるといえ

よう。

おわりに
新しい自治体の建設には､
計画段階から市民参加を

ここまで、全国的に合併先進地として知られ

北上市合併の成果と課題 11



る北上市の合併及びその後の展開について検討

してきた。第２次産業を中心とした地域開発は

確かに成功を収め、人口や所得の増加が見られ

る。こうした発展は条件の良さや合併だけで実

現したものではない。むしろ、条件の悪さを抱

えながら周辺市との競争に勝つ先見性を行政担

当者が持ち、さらに合併をも手段として市の発

展を図ったからであろう。その意味で合併や経

済条件の良さを経済発展の第１要素と考えるの

は不適切であろう。

もっとも、こうした経済発展重視の合併は、

地域個性の埋没や地域格差、行政依存などの様

々な問題を生み出したことも確かである。その

ため、合併後10年近くになって、こうした問題

を解決していく手段として総合計画への市民参

画が行われた。この成果がどの程度のものとな

るかは、今後の展開を待たなければ判断できな

いが、少なくとも一部の市民の市の運営に関す

る理解が深まったことは確かであろう。

このような北上市の合併とその後の10年につ

いての観察から丹後６町の将来について考えて

みよう。まず、６町は、現在では人口でも工業

生産でも北上市よりも小さいが、過去において

は、むしろ６町の方が高かったといえる。人口

が逆転するのは75～80年の間で、北上地域が最

初の成長をする過程である。工業生産において

も、丹後縮緬などの伝統を有しており、観光業

などの伝統もある。さらに地理的面からは、北

上市に比べて大都市に近い。そのうえ自然環境

に関しても、日本海側にあるとはいえ、北上市

よりも条件はよい。その意味では、潜在力とし

ては６町の方が高いといえよう。

むしろ、６町全体としての衰退は、この条件

の良さにあるのかもしれない。もちろん、一部

の地域では工場の誘致がみられ、新しい商業地

域の発達もある。しかし、かつて栄えたところ

は、その伝統故に改革が阻まれ、近代化が遅れ

る場合もある。６町の中でも、かつては工業が

栄え、観光業も盛んなところもある。しかし、

それゆえ、一部地域を除けば、60～70年代の高

度成長に乗りきれなかったであろうし、80年代

以降のハイテク産業化にも後れをとったところ

もある。観光業も、ある程度の所得があること

から、その近代化は進んでいない。その点を考

えると、６町が一体となることを通じて、相互

の交流を図り、必要なところは旧来の仕組みを

見直すことを考えた方がよいかもしれない。つ

まり、いったん既存の枠組みや価値を解体し、

それぞれの地域の個性をもう一度客観的に認識

した上で、新しいまちを創造していく必要があ

る。

その場合重要なことは、バラ捲き型で終わら

ないことであろう。３つの自治体の融合であっ

た北上市の場合でもバラ捲きが見られた。そし

て合併後10年近くなってこれらの問題に対処す

るための市民参画システムを構築し始めたとこ

ろである。これが６町のように６つの自治体と

なると、バラ捲きが起これば、事態はそれだけ

深刻なものとなる。それを回避するには、新し

い自治体の計画段階から市民の参画が行われる

必要があろう。北上市の総合計画策定過程で行

われたように、地域住民の参加の下で地域計画

を考えたり、それらを総合する建設計画におい

て市民の手で地域計画の調整を行うプロセスを

組み込むことも考えられる。それは市民レベル

での建設計画の監視になるとともに、そうした

経験が、それぞれの地域の個性を自覚したり、

他の地域から学んだりする契機となる。そして、

そのことが新しいまちづくりの今後の展開に役

立つのではないだろうか。

（きたに しんいち・関西大学総合情報学部教授）
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