
 

 

住民の力で安土を守る 

市町村合併政策の破綻と安土の未来 

自治体問題研究所 池上洋通氏による講演記録 

文責 安土大好き 

                            安土町議会解散投票決起集会 

                            日時  ２０１０年１月３０日（土）１０：００－ 

                            場所  安土町公民館大ホール） 

 

 

 

 今日は朝４時に起床して安土にお邪魔した。実は大林町長の当選以来、月に一回のペースで

安土町役場の職員研修の講師を務めている。合併が決まっている町で、こんなことは初めてで

ある。これは大林町長の思いである。今から、今後の見通しも含めて、皆さんの運動の意味づけ

につながる話をしたい。 

 

 全体は資料に従い 

   第 Ｉ 部  市町村合併政策の破綻 

   第 II 部  市町村の配置分合の法的な根拠と住民投票による決定 

   第 III 部 合併をめぐる議論 

 の構成でお話しする。 

 

 

 

 

 



 第 Ｉ 部  市町村合併政策の破綻 
 

 平成の合併が本格化したのは２００１年、平成１３年頃からだ。当時から私は政府や合併しようと

する市町村に招かれて、話を聴いてきた。そういう経験の中で、合併を進めてはダメだという深い

確信を抱いた。 

 

 平成の大合併は、財政危機論の圧力にもかかわらず政府の思うように動かなかった。政府の

目標は１０００市町村まで減らしたというものだった。これは西暦２０００年、Ｈ１２年の１２月１日に

森内閣が閣議決定した内容である。実際には現時点で １７５１市町村 すなわち政府の目標は

達成出来ていない。 

 

  なぜか？ 現場で批判が広まったから、「政府の云うことは変だ」と誰もが感じだしたからだ。 

 全国町村長会の山本会長（福岡県添田町の町長）の言葉（資料参照）にそれが現れている。 

 そこには「合併のデメリットが合併の成果を上回る」とハッキリ述べられている。全国町村長会は



合併には従来から批判的であったが、表面上は「各町村の自主性にまかせるべきだ」という立場

をとっていた。それがこの時、はじめて、明確に「合併はダメだ。」と云った。 

 全国の合併した地域で、合併に対する不満が噴出した（合併してみないと合併に対する不満

は云えない）。平成の合併では、合併してから１０年間は種々の優遇策がある。つまり政府が面

倒をみるぞ、と行っている期間である。平成の合併がスタートしてまだ１０年は経過していない。

つまり今はまだ優遇策が生きている期間中である。それにもかかわらず不満の声がこんなにも広

がってきている。 

 

 私は全国で「合併するな」と云って歩いてきた。合併してしまった所にも招かれることがある。皆

一様に「しまった、なぜこんなことに手を出してしまったのか」と悔やんでいる。 

 

 その最大の理由は「借金」にある。御承知の通り合併特例法では、合併特例債、合併推進債と

いう借金の制度が設けられた。合併すると「有利な借金」が出来ると宣伝された。しかし、借金は

借金である。しかもこの借金は返し方まで法律で政府に決められている。 

 一般家庭で住宅ローンを組んだら、住宅ローンを返すことを中心にした生活を作ることになる。

それと同じ事だ。それを今、合併してしまった全国の自治体が味わっている。そういう現実をしっ

かりと見なければならない。。 

 

 昨年６月に、内閣に地方制度調査会が設置された。地方制度調査会の審議・答申を得て政府

は法律を立案するという仕組みである。 

 

 

 第２９次地方制度調査会が 2009 年６月１６日に「合併推進政策をやめるべきだ」という答申を出

した。 

 

 

 



          資料２ｐ上   合併した結果出てきた問題点  ｐ２の四角の中 

 

 

合併した結果、 

   ・自治体規模が大きくなり、住民の声が届きにくくなる 

   ・周辺部が取り残される 

   ・地域の伝統・文化の継承・発展が危うくなる 

という懸念が現実かしてきていることがその大きな理由である。 

 

    政府が、これまでの合併推進政策を今年(2010 年）の３月に止める、と云っているのに、そ

れを強引に「やる」と云って進めているところがある。どことは云いませんよ（笑）。誰が見たって、

これまでと同じ事はできないと云っている。どうして、こんな時期に、こういう方々（優秀な研究者

だった知事や、役人が）合併を進めようとするのか、実に不可思議である。 

 皆さんには、はっきりと頭に置いておいて頂きたい。 

  合併政策は中止になる。 

  少なくとも政府も今後は、これまでどおりのやりかたでは進めない。 

  そもそも合併推進法は時限立法だったのを、ずるずる引き延ばして今日まで来た法律だ。 

 安土の皆さんが、今、懸命に戦っているその姿は、決して孤立したものではない。今の政府の

方針そのものを具体化した行動に他ならないのだ。 

 昨年６月は、まだ自民党公明党政権だった。その時に、つまり政権交代とは無関係に、合併を

強引に進めてきた政策の矛盾が表面化してきて、このままではマズイということになった訳である。

自民党政権、民主党政権というところとは無関係に合併政策の中止は決まった。 

 



 安土は、地方自治の真っ直中を走っている。そのことを はっきりと頭の中に置いて、運動に取

り組んで頂きたい。 

 

 地方制度調査会が合併政策を中止すべきという答申を出した昨年６月に滋賀県議会は安土と

近江八幡の合併承認の議決をしている。なんで？どうして？ 大変に残念なことだが滋賀県の

態度は非常に無責任だ。滋賀県の幹部には国（総務省）から派遣されていた人もいたはずだ。

そういう人がいて、それなのに一体何故だ、それはないだろう、と率直に申し上げたい。 

 

なんで？ 

 

 滋賀県の態度は 残念だが 無責任。滋賀県の幹部には国から来ていた人（澤田副知事、総

務省からの出向、県議会で、津村安土町長リコールの最中に合併議決をするのは如何なもの

か？とのつっこみにしどろもどろになっていた嘉田知事の答弁をサポート、県議会の議決直後に

滋賀県に辞表を出し、総務省に帰った）がいた。それはないだろう と率直に申し上げたい 

 

なによりそれを皆さんに申し上げたかった。   安土は 日本の地方自治の大道を歩いている。 

 

  ******************************** 

 

第 II 部  市町村の配置分合の法的な根拠と住民投票による決定 

 

 もともと、市町村合併とは、どういうことだったのか？  地方自治法に定められているのは合併

だけではない。自治体の分割や分立といって自治体を小さく分ける制度も作られている。 

 

 俗に「対等合併」と云われる制度は、元の両方の自治体を廃止して、新しい自治体を作るという

制度である。はじめから新市の名前を決めているなんてことは、本来やらない。 

 

 地方自治法には自治体を大きくする制度だけではなく、小さくする道もある。配置分合：地方自

治法の第７条 

 



                     ２ｐの下の四角   ３．地方自治法の規定 

 

 

 自治体の枠組みは自治体は自己決定＝自治体が自主的に自由に決めることができる。 

                            ２ｐ下～３ｐ 

 

  



 自治体は「自己決定」できるということであるが、こうした制度の中で「自己決定」とは、誰がどう

やって決めるのが適当なのか？ということになる。住民の代表機関である町長と議会に委ねるの

かどうなのか？ということだ。 

 その時の選挙で、合併が既に公になっていて、合併賛否が明確な争点になって、投票は行わ

れて新しい代表機関（町、議会）が選ばれたとするならば、住民が合併賛否を代表機関に委ね

たことになる。 

 はたして、今の大林町長の前の町長さん（津村前町長）を選んだ選挙は、そういう選挙だった

だろうか？ 

 もうひとつ重要なことは、そういう大事なことを、他の政策と同じ扱いの議決で良いのか？という

点である。配置分合は、自治体の在り方にとって重大な性格を持つ。 資料３ｐ中程～ 

 

 
 

  自治体の面積 人口 これらは一時的ではなく 恒久的に影響を与える。 

  地域社会、人間関係、自治体の生産活動に大きな影響を与える。 

  社会的  歴史的  に大きな影響を残す。 

 

単年度予算を決めるような安易な決め方で良いわけがない。 

 

 この中（会場）で青年団に入っていた、という方はどれくらいいらっしゃるか？ 

 

 私は、日本青年団協議会の役員を４０年務め、その間に全国を歩いた。 

滋賀県では琵琶湖で「成年の船」というのがあった。滋賀県談団結成４０周年の催しに招かれ  

（１９９３年）た際には、「成年の船」を日本海でやりたい、ということになり、その年が国際先住民

年だったので、日本の先住民の方々と話し合おうということで舞鶴を出航し、北海道に向かった。

夜、日本海で満天の星空を眺めながら青年団の方々と語り合ったことを鮮烈に覚えている。 

 



 青年団は地域の歴史的な祭り（氏神様）を支えていた。全国の祭は青年団が担っていたと云っ

ても過言ではなかった。昭和の合併で、全国の祭の７割が消えた。市町村合併と同時に青年団

が合併させられ、地元密着型の組織が消えたのが原因だ。氏神祭が出来なくなった、これは大

きなショックだった。 平成の合併で、本気になって守らねばならないものは何か？ 私は、それ

を全国に訴えて回ってきた。 全国の祭、それは地域社会の人間関係を確認しあう催しだった。

そういうものを消していくと地域の人間関係がバラバラになって行く。櫛の歯が抜けるように人間

関係が消えていく。その町を出て行った人達が帰ってくる故郷が無くなって行く。 

 配置分合議案が扱う内容は、今年度の予算はこうしよう、というような単年度の政策を決める議

案とは全く異なり、恒久的に人々の生活に影響を与える問題である。 

 

 全国各地で、こういうことは住民投票を、少なくともアンケートを行って決めようということで進め

られてきた。明治時代から今日まで、自治体の合併は続いてきたが、平成の合併では、かつて

無い数の住民投票が各地で行われた。Ｈ１６－１７年の近江八幡市との合併協議では安土でも

住民アンケートが行われ、６割以上は反対ということで合併を取りやめたはずだ。何故、それをひ

っくりかえしたのか？ 住民意志は明らかだったはずだ。そしてそれに基づいて一回は合併を中

止するという判断をしているではないか。これは一体どうしたことか。 

 

 当時の町長も、合併は住民意志に基づくべきだと思っていたはずだ。解っていたから住民アン

ケートの結果を受けて合併を中止したはずだ。それが、なぜか再び（一度否定した）近江八幡と

合併する話になって進んでいる。誠に不可解だ。 

 

解散投票の意義  資料４ｐ 

 議会解散投票には 是非、勝ってくれ 

 

 

 ここで解散投票の意義について説明しておきたい。 解散投票では是非勝って欲しい。議会

解散が成立すれば議会選挙になる。もともと合併を中止するかしないかで議会解散した結果とし

ての選挙であるから普通の議会選挙とは性格が異なる。争点は一点のみ、合併をどうするか？



である。従ってこの選挙は、住民の市町村合併への態度を表す、そういう選挙になる。 

 

 候補者の公約に、明確に、合併をどうする、ということがうたわれないと選挙の意味はない。よっ

て選挙の結果は住民投票と同じ意味を持つ。候補者が明確に合併中止の公約を掲げて、それ

で選挙を行うことになる。 

もちろん勝って欲しい。仮に皆さんが６議席取れば勝ったということになる。その段階で安土町民

の意志は明確になるから、選挙結果は住民投票と同じ意味を持つ。改めて住民投票をする必要

は無い。議会リコールから一貫して、みんなが団結すること。その団結が多くの人々の心に届き、

大きな波になって行くか、で結果が出る。 

 

  改めて住民投票や住民アンケートをする必要は無い。 

 

 勝ったらどうなるか？ 総務省の告示との関係が問題になる。議会が合併中止を決議すれば、

それは日本の歴史で初めての例になる。一体どうなるか前例は全く無い、総務省はものすごく困

るだろう。なんてことしてくれたんだ！！ということになる。そうなると、新しい法解釈が必要になる。 

 

 議会で合併を中止する。合併を白紙に戻す。という決議が出たとする。それを安土町長が告示

する。町の掲示板に貼りだし、県と国に通知する。政府がどういう反応をしめすか？、それは予想

出来ない。 

 

 政府を揺り動かすチカラは、議会リコールから議員選挙までの戦いの結果、皆さんが意志を如

何に明確に表すか、にかかっている。６議席取ればいい、じゃなく、８議席取るくらいでがんばっ

て欲しい。日本の地方自治の歴史の中で初めての出来事を、民主主義のチカラで勝ち取る、そ

ういう戦いになる。 

 

 

 

 



 
 

 こういうときには「みんな仲良く」やるべきだ。敵を作らないことが大切だ。演説で叫ぶのだ。「こ

れからもずっと仲良く、この地域で生きていくのだ」と。一人でも多くの味方を増やすことが大切だ。

良い形で勝つためには、それが一番大事だ。 

 

 長く続いてきた安土の歴史、これからもここで日々の暮らしが続いて行く。１０年たって、本当に

良ければ、その時に合併すればいい。だから、ここで合併中止して（合併中止、すごく良い言葉

だ）一度立ち止まって考えよう。 

 

 そのことを、心の中に深くとどめて考えて欲しい。誰もがこの町の兄弟だ。誰もに幸せになる権

利がある。そのことを本気になって考えて欲しい。右左ではなく、心に染み渡るような話し合いを、

しっかりやって欲しい。 そして、もし残念なことに合併してしまったら分立に行くしかない。隣町

の市長は合併期間は４年と２年とかでもいいと云っているらしいが（むちゃくちゃなやっちゃなあ、

と思うが）皆さんの熱意を認めざるを得なくなっているのだ。 

 

 本来の意味の力関係、豊かな人間関係を広げていって、安土の住民の思いはこれなんだとい

う結果を作っていただきたい。（強引じゃダメ、心の結びつきが大切） 

 

 



 

第 III 部 合併をめぐる議論 

 

 新市の将来の改選議席数は２４になる。人口比からして、安土から出せる議員が３－４人になる

のは小学生でも解る。 

 静岡県の（新）浜松市は１３の自治体が合併した。その中には人口３０００人だった自治体もある。

浜松市は合併して人口１００万人の政令指定都市になった。さて、３０００人しかいなかった（元）

村地域から議員が出せるか？ 事実上無理である。そういう地域の人は「しまった」と云っている。

程度は違うが、大小関係がある自治体が合併すれば同じ事になる。 

 

 新市で、誰が市長になるか？あんまり云いたくないから云わないが、安土から新市長を出すの

は決めて難しいと云わざるを得ない。 

 

 ここに安土地区に設置される予定の地域自治区に関する書類がある。「地域自治区」は、現行

の地方自治法と、合併特例法の両方に記載があり、安土町の政策推進課の方々が、それらの法

律を見ながら、安土の良さを守るために地域自治区はどうあるべきか、ということで作った案がこ

れである。 

 



 

 

 そういう努力が成されているにも係わらず、この地域自治区という制度の中身はどうなっている

か？ということについて説明しておきたい。 

 

 自治区は条例によって決める。となっている。 では、その条例はどの議会で作るのか？、合併

直後には安土と近江八幡の二つの議会をそのまま併せるこおｔになるが、それでも近江八幡の

方が多い。次の市議会議員選挙の定数は２４、安土から出せるのは先ほど確認したとおり３－４

人。つまり、その議会は、いつでも安土選出の議員を無視して条例を改正出来るのである。 

 



 

 
 

 自治区の委員である会長、事務所の所長＝職員、地域協議会の委員、これらはみな市長が選

ぶことになっている。公平に選ぶと書いてある。公平に選ぶとはどういうことか？近江八幡市の市

長は市全体の長である。安土地区の利益だけを優先して選ぶことは出来ない。「公平」は、いっ

たい何に、どちらに対して公平か？ということになる。 

 

市長が、地域に配慮した委員を選び、地域協議会で良い提案が出たとする。しかし市の予算は

市長が提案し市議会が決定する。その事をハッキリと認識しなければならない。（安土地域の予

算を審議するのは、近江八幡市全体の市議であるということを） 

 

 

 

 最も大事なことは 地域自治区が置かれる期間が１０年間と定められていることだ。その後はど

うなるか？何も書いてない。何も書いてないということは 無くなる ということだ。無くなると、一体

どうなるか？  

 

 地域自治区が置かれる期間が何故１０年間なのか？合併特例法での特例があるのが１０年間

だからである。しかし肝心なのはその後だ。特例に基づくサポートが無くなったあとの住民の生活

がどうなっていくか、が最も重要な事柄なのだが、それについては全く触れられていない。 

 



 

 地域自治区は、現行の地方自治法でも規定されている。仮に地方自治法に基づいて安土の

地域自治区を残そうとすると、同じ地域自治区を近江八幡市全域に作らなければならなくなる。

安土自治区の人口は１２０００人。近江八幡市にはそれより大きい地区も小さい地区もある。それ

らが皆同じ地域自治区となる。そうなれば、安土自治区を特別扱いすることは出来なくなる。 

 

 今までは、安土のことは安土で決めてきた。決めた責任も安土で取ってきた。 

 それが人口比で １２０００／８００００になる。 

 

 そもそも、何故、合併をしておいて、地域ごとに「地域自治区」というものを作って、わざわざ特

別扱いしなければならないのか？？？  特別扱いする必要があるくらいなら、最初から地域自

治区など作らない＝合併しなくても良いということだ。 

この地域自治区という制度、もの凄く、おかしい制度だということをお解り頂けただろうか。 

 もし、安土が合併せずに残ることができたら 是非、安土町内に地域自治区を作って欲しい。

安土の小集落の数は全部で３６、それくらい作って良い。それを画に地域社会の組み立てを行

っていって欲しい。 

 

 

最後に財政の話をする。 安土の財政は大丈夫なのか？ （合併推進派は、将来やっていけな

い、とか立ち行かなくなるなどと脅してきた） 安土は貧乏か金持ちか、財政的に大丈夫なのかを

示しておきたい。財政力指数という指標がある。 

 

資料６ｐの表１．財政力指数で見た都道府県・市町村の数とその割合 

 



 

 自治体が最低限やらなければならない仕事に必要な経費を基準財政需要額という。大雑把に

は年間予算の半分位である。これが無いと自治体はやっていけない。日本の地方自治制度では、

税収が、そこまで足りなければ足りない金額をそのまま渡そうという制度を作った。そのオカネで

地方自治体として最低限必要なことは自治体でやっていただこうということだ。それを地方交付

税と云う。各自治体では、毎年、この基準財政需要額を算出している。 

 

 財政力指数は、理想的には １．００ （基準財政需要額＝税収）であるが、そういう地方自治体

は極めて例外的である。 

 

 安土町は、町村の中では上位に位置する。超優等生とはいえないが、十分に優等生の範疇に

ある。さらに驚いたのは、 

 

 資料７ｐの上 表２．決算に見る安土の財政力 

 

 Ｈ１３－１９年にかけて財政力指数が上がってきているということである。 

 Ｈ２０年には０．６２になると聞いているので、このトレンドは変わっていない。 

 

 財政問題で合併しなければならない、と云われている自治体の財政力指数はもっと低い。これ

まで相談受けてきた所では 財政力指数が０．２や０．３のところばかりだった。しかも安土では財

政力指数が上がっているという過程で合併しようとしている。 

 

 変わっているというか、変人というか、こういうところは初めて見た。いったい、何事が起こってい

るのか？という気持ちだ。 

 

 財政力指数が１．００を超えている自治体は、原発や火力発電所があり、そこからの税収が豊か

なところ。つまり例外である。地方の自治体はの財政力指数は、どこでも低い。 



 

 何故、地方の財政力指数が低いか？ それは地域地域をささえている第一次産業を破壊して

しまったからだ。それは日本の食糧自給率の低さにもつながっている。 

 

 地方交付税を補正予算で１．１兆円積み増しすることが昨日（１月２９日）決まった。このまま地

方が衰退したら日本の国土が危ないという危機感があらわれている。 

 

 日本の農業が今以上に衰退したらどうなるか？ 

 

 都道府県別食糧自給率、東京都はわずか１％に過ぎない。東京に暮らす人達の胃袋を満た

す食べ物の９９％は他の地方から運ばれてくる。東京は、農村・漁村が無ければ一日も成り立た

ない。その東京が日本の経済を握り、冨を集めている。そのを地方に回すのが地方交付税だ。

卑屈になる必要はなく、堂々と受け取れば良いのである。 

 

 鳩山首相は「地域主権」と云っている。決してお飾りではない。地方が衰退すれば日本の国が

危なくなるということが解ったからだ。 

 

 

最後に 資料７ｐの一番後ろ 

 

 

自力で開く町作りを進めて欲しい。 

町の歴史を無にしないような進み方をして欲しい。 

住民参加で町作りを進めて欲しい。 

 

「この地球上に安土はただ一つしかない。」ということを思って 

                                                       以上、 

 

******************************************************** 

急ぐな合併・守ろう安土みんなの会  

since 2009.04.19. 

 


