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はじめに
2018 年（平成 30 年）、「人口減少下において満足度の高い人生と人間を尊重する社
会をどう構築するか」という副題をかかげた、『自治体戦略 2040 構想研究会 報告
書』が公表された。報告書は、人口減少社会における諸課題について、2040 年頃を
見据えた自治体戦略の方途を明らかにしている。
報告書は、読み方によっては、「平成の合併は一体何だったのか」という疑念をい
だかせるものである。つまり、人口減少社会の到来が予測されていたにもかかわら
ず、合併によって事態の改善をはかることはできなかったということである。この
ことは、合併特例債の発行期限の延長にもあらわれている。
第 32 次地方制度調査会は、合併推進運動について、「多くの団体において、専門
職員の配置、組織の充実、行財政の効率化等、市町村合併の成果が既に現れつつあ
る。一方で、周辺部の旧市町村の活力が失われているなどの課題も指摘されてお
り、こうした課題の解決に向け、合併団体においては、支所等の設置、地域自治区
の活用等の取組が行われている」と指摘している。
しかし、第 32 次地方制度調査会は、他方で、『自治体戦略 2040 構想研究会 報告
書』を前提にして、人口減少社会において顕在化する諸課題に対応するために必要
な地方行政体制のあり方等について明らかにするとともに、合併に代わって、複数
の近隣自治体が協力して行政サービスを提供する圏域行政について提言している。
このような動きを見るとき、改めて、「平成の合併は一体何だったのか」という疑
問を呈せざるをえない。平成の大合併は、1999 年（平成 11 年）以来、人口減少・少
子高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわし
い行財政基盤の確立を目的として推進されてきた。
平成の合併の推進が 10 年経過して、国、都道府県、市町において市町村合併の検
証が行われた。そうしたなか、2008 年（平成 20 年）10 月に公表された全国町村会
の研究会の報告書「『平成の合併』をめぐる実態と評価」は、平成の合併の実態を明
らかにした。端的には、市町村の課題として指摘されている諸課題は、合併によっ
て事態の改善ははかられなかったということであった。
岩手県においても地域振興部市町村課が 2010 年（平成 22 年）３月に、「合併市町
の現状に関する調査」を取りまとめている。合併市町に対する支援策を検討するた
めに行われた調査ではあるが、合併によって直面している課題として、行政と住民
との関係の変化、旧町村周辺商店の活気の減少などがあげられている。
岩手県の市町村合併は、2005 年度（平成 17 年度）、2006 年度（平成 18 年度）に
多く実施されたことから、10 年が経過した 2016 年（平成 28 年）３月に、岩手県政
策地域部市町村課は、「合併市町の現状に関する調査結果」を公表した。調査結果で
は行財政基盤の強化、行財政サービスの質的向上のほか、旧町村周辺商店の活気の
減少、地域コミュニティの衰退が指摘されている。
合併に関する調査報告書を検証するとき、評価としては、功罪半ばと判断せざる
をえないが、岩手県内の合併市町のかかえる諸課題に接するとき、人口減少ととも
に、状況は悪化しているように思われる。特に、合併市の中心市街地と周辺部との
間で地域間格差が生じている。周辺部では、少子高齢化とともに、過疎化が進んで
いる。もちろん、中心市街地でも商店街の衰退は加速している。
本調査研究の問題意識はそうした状況認識にあるが、「平成の合併は一体何だった
のか」という問いを発するとき、必要なのは、改めて、原点に立ち返ってみること
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ではないかと考える。そこで、調査研究の目的を、合併にかかわり、合併を推進し
た首長、議会議長等の合併に対する生の声を聴くこと、すなわち、オーラル・ヒス
トリーという対面式の聞き取り調査の方法により、合併協議の状況、合併の効果や
評価などを明らかにすることとした。
首長、議会議長として合併に取り組んだ方々のなかには、現役で活躍されている
方もおられるが、すでに亡くなられた方もおり、当時の状況について生の声を聞き
取ることが難しくなっていた。
そうしたなか、４市について 16 名の方々の協力を得ることができた。しかし、時
間も経過していて、当時の資料を保管している方も少ないことから、調査に先立っ
て、全国町村会・道州制と町村に関する研究会の報告書「平成の合併をめぐる実態
と評価」他を参考にして作成した質問票を配布した。
とはいえ、時間の経過は、記憶を維持することの難しさにもつながっていた。聞
き取りは、記憶をたどりながらのものとなったため、オフレコとせざるをえないよ
うな発言はともかく、曖昧な発言も多々あったが、本調査研究を通して合併協議等
の実態に迫ることのできるような発言を引きだすことはできたように思われる。

岩手県立大学研究地域連携本部
特任教授 齋藤俊明
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Ⅰ

研究概要（背景・目的等）

2018 年に『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』が公表され、2040 年をめどと
して、
「人口減少下において満足度の高い人生と人間を尊重する社会を構築する」た
めの基本的な考え方が示された。報告書は、
「スマート自治体への転換」、
「地方圏の
圏域マネジメント」によって明らかなように、合併後の地方自治体のあり方、新た
な自治体行政の方向性を示している。
しかし、提言の方向性は、特に、圏域行政に見られるように、平成の合併におい
て追求したものの焼き直しの感がある。例えば、「行政のフルセット主義からの脱
却」、
「現状の連携では対応できない深刻な行政課題への取組」という指摘は、平成
の合併において提示された視点とほとんど同じである。
また、第 32 次地方制度調査会による「市町村合併についての今後の対応方策に
関する答申」
（2019 年）においても、2040 年頃にかけて顕在化してくる変化・課題
に注目して、今後の基礎自治体による行政サービスの提供体制についての考え方を
示し、自主的な市町村合併、市町村間の広域連携、都道府県による補完などについ
て提案している。
このように整理すると、既述のとおり、議論の動向、提言の方向性からして、改
めて、
「平成の合併は一体何だったのか」という疑念にとらわれる。つまり、人口減
少社会の到来が予測されていたにもかかわらず、合併によって事態の改善をはかる
ことはできなかったということである。このことは、合併特例債の発行期限の延長
にもあらわれている。
平成の合併によって解決できなかった諸課題を新たな視点において解決をはか
るというのであれば、むしろ、改めて、
「平成の合併は一体何だったのか」と問いか
け、その実態を検証して、諸課題を解決するための手掛かりを探り、諸課題の本質
は何かを明らかにする必要がある。
「平成の大合併」は、周知のとおり、主に 2000 年代前半の大量の市町村合併をさ
し、岩手県内でも多くの合併がみられた。合併の動向は後述するが、岩手県は、2010
年（平成 22 年）３月に、
「合併市町の現状に関する調査の取りまとめ」を、2016 年
（平成 28 年）３月に、
「合併市町の現状に関する調査結果」を公表した。後者にお
いては、行財政基盤の強化、行財政サービスの質的向上のほか、旧町村周辺商店の
活気の減少、地域コミュニティの衰退を指摘している。
「合併市町の現状に関する調査結果」は、合併市町全般にわたる包括的な調査報
告書であることから、合併市町のかかえる諸課題の細部についての分析は行ってい
ない。合併市町においても、検証報告書が作成されているが、ほとんどが包括的な
ものであり、新市建設計画等にもとづいて細部にわたって検証した例はない。
そこで、本調査研究においては、合併市の新市建設計画等を念頭におきながら、
岩手県の調査では十分に明らかにならなかった事項、すなわち首長や議会議長とい
った合併の当事者たちの合併に対する問題意識等について聞き取り調査を行い、合
併の効果と課題について意見を聴取して、合併市の今後を展望することにした。
具体的には、合併市町のうちから、関係者の協力を得られた八幡平市、花巻市、
奥州市、一関市を取り上げ、合併協議会における議論、合併の必要性についての認
識、合併にいたるまでの状況、合併についての評価等に関して聞き取り調査を行う
ことによって「平成の合併」の実態を明らかにする。
また、合併推進にかかわった首長、議会議長等が、合併のプラス・マイナスの効
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果についてどのような認識を持っているのか、何が実現され何が実現されなかった
のかについて、当事者としての問題意識を明らかにすることによって、合併後にお
ける地方自治の現状と課題、展望についての手掛かりを探る。
合併当時に最前線で活動してきた関係者への聞き取りは、逝去あるいは定年退職
などで厳しくなっていく状況にあり、オーラル・ヒストリー（歴史研究として現在・
未来を規定する）のために、合併前の旧市町村の首長や議長を含む関係者から直接
話を聞き取り、記録としてまとめることに高い学術的意義がある。

本調査研究は、岩手県立大学地域政策研究センター「2019 年度地域協働研究費」
（研究課題「ポスト『平成の大合併』時代における自治に関する調査研究―岩手県
内の合併検証からのアプローチ―」）にもとづく。
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Ⅱ

研究内容（経過・方法等）
１

岩手県における平成の合併
(1)合併状況
岩手県の市町村数は、1945 年（昭和 20 年）には 226 市町村であったが、昭和の
合併によって、1959 年（昭和 34 年）には 63 市町村となった。その後、1999 年
（平成 11 年）、2002 年（平成 14 年）には、市町村合併の特例に関する法律が改正
され、合併を推進するためのさまざまな特例が設けられた。
岩手県においては、2005 年（平成 17 年）度には、58 市町村から 35 市町村とな
り、その後、２つの編入合併をへて、現在、33 市町村となった。平成の合併の経
過は以下の通りである。
①大船渡市・三陸町 ➡ 大船渡市
合併年月日－2001 年（平成 13 年）11 月 15 日
②宮古市・田老町・新里村 ➡ 宮古市
合併年月日－2005 年（平成 17 年）６月６日）
③西根町・安代町・松尾村 ➡ 八幡平市
合併年月日－2005 年（平成 17 年）９月１日
④一関市・花泉町・東山町・大東町・千厩町・川崎村・室根村
合併年月日－2005 年（平成 17 年）９月 20 日
⑤遠野市・宮守村 ➡ 遠野市
合併年月日－2005 年（平成 17 年）10 月１日
⑥湯田町・沢内村 ➡ 西和賀町
合併年月日－2005 年（平成 17 年）11 月１日
⑦花巻市・石鳥谷町・大迫町・東和町 ➡ 花巻市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑧種市町・大野村 ➡ 洋野町
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑨二戸市・浄法寺町 ➡ 二戸市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑩盛岡市・玉山村 ➡ 盛岡市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑪水沢市・江刺市・胆沢町・前沢町・衣川村 ➡ 奥州市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）２月 20 日
⑫久慈市・山形村 ➡ 久慈市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）３月６日
⑬宮古市・川井村 ➡ 宮古市
合併年月日－2010 年（平成 22 年）１月１日
⑭一関市・藤沢町 ➡ 一関市
合併年月日－2011 年（平成 23 年）９月 26 日
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➡

一関市

(2)合併時の首長・議会議長一覧

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

⑫
⑬
⑭

旧市町村名

首長

議長

大船渡市

甘竹勝郎

今野雄吾

三陸町

佐々木菊夫

掛川秀邦

宮古市

熊坂義裕

三上敏

田老町

野中良一

加藤伸一

新里村

山口通男

飛澤武美

西根町

工藤勝治

井上勉

安代町

米川次郎

三浦正信

松尾村

佐々木正四郎

関口建一

一関市

浅井東兵衛

菅原啓祐

花泉町

田野﨑捷吾

佐藤豊

大東町

小原伸元

佐山昭助

千厩町

菊地宏雄

村上悌

東山町

松川誠

佐藤鐡治

川崎村

千葉荘

伊藤力

室根村

小山寛

小山謂三

遠野市

本田敏秋

佐々木煕

宮守村

佐々木廣

菊池一勇

湯田町

細井洋行

早川久衛

沢内村

高橋繁

為田直助

花巻市

渡辺勉

久保田春男

大迫町

佐藤共成

山影義一

石鳥谷町

高橋公男

中村初彦

東和町

小田島峰雄

中村勝吉

種市町

玉澤修

吹切美一

大野村

佐々木祥吉

関口清助

二戸市

小原豊明

西野平次

浄法寺町

清川明彬

山本敏男

盛岡市

谷藤裕明

山本武司

玉山村

工藤久徳

嵯峨忠雄

水沢市

高橋光夫

高橋松男

江刺市

相原正明

数江與志元

前沢町

伊藤正次

岩渕清

胆沢町

後藤完

菅原信雄

衣川村

佐々木秀康

高橋瑞男

久慈市

山内隆文

八木巻二郎

山形村

清水恭一

嵯峨力雄

宮古市

山本正徳

三上敏

川井村

内舘勝則

菊地政喜

一関市

勝部修

菅原啓祐

藤沢町

畠山博

須藤節男
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２

研究方法

岩手県の調査報告書をふくめ、市町村合併に関する調査研究は、現状を明らか
にするために、主として、職員数の推移、歳入・歳出の変化、合併特例債の活用
状況等、数値によって状況をとらえることができるものと、職員及び住民に対す
るアンケート調査によって構成されている。
したがって、合併にいたる過程を検討する場合であっても、議事録等の公表さ
れた結果に依拠せざるをえない。どのようにして合併にいたったのかについて
は、政治的な側面であるために、公式文書以外に記録は残っていない。
そこで、本調査研究においては、首長、議会議長等の関係者から直接話を聞き
取り、記録としてまとめるというオーラル・ヒストリーの手法を採用した。具体
的には、八幡平市、花巻市、奥州市、一関市について、合併当時の旧市町村の首
長・議長等 16 人に対して、合併協議会の内外におけるやりとり、合併の現状と課
題等に関する聞き取り調査を対面方式で実施することとした。
聞き取り調査にあたっては、事前に、対象者に対して、研究の概要、目的およ
び質問項目を書面にして郵送した。聞き取り方法としては、質問項目に加えて、
その場で新たに生じた疑問に対してインフォーマルな質問を行う「半構造化イン
タビュー」を採用した。
聞き取り調査と同時に、議事録等を検討して合併協議会の詳細を把握し、その
特徴を整理した。作業手順としては、まず、聞き取り調査の結果の反訳を行い、
次に、岩手県が作成した「岩手県における市町村合併の状況」等の合併関連資料
を用いながら、協議の進捗の詳細を時系列で把握した。また、合併前後の行財政
等に関する基礎データを合併ケースごとに一覧にして、そのデータ面での特徴を
把握した。そのうえで、全体を突き合わせた。
３

質問の構成

質問票の作成にあたっては、他の事例との比較を容易にするために、全国町村
会「道州制と町村に関する研究会」の報告書「平成の合併をめぐる実態と評価」
（2008 年）他を参考にした。また、質問票を事前に配布して記憶を喚起するだけ
でなく、状況を明らかにするために、質問事項に対する説明文を付加した。質問
票の内容は以下の通りである。

【市町村合併に関する質問事項】
１

市町村合併についての全般的な質問

□ Ｑ１ 合併を振り返って－全般的な視点から
「市町村合併の特例に関する法律」は、2010 年(平成 22 年)に改正され、合併
推進のための措置を廃止し、合併の円滑化のための措置を定める特例法としたう
えで、10 年間延長されたが、2020 年(令和２年３月末)で失効する。
第 32 次地方制度調査会は、合併推進運動について、
「多くの団体において、専
門職員の配置、組織の充実、行財政の効率化等、市町村合併の成果が既に現れつ
つある。一方で、周辺部の旧市町村の活力が失われているなどの課題も指摘され
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ており、こうした課題の解決に向け、合併団体においては、支所等の設置、地域
自治区の活用等の取組が行われている。」と指摘している。
約 20 年にわたって推進されてきた市町村合併についての認識はこのようなも
のであるが、1999 年以来の合併推進の動きと合併を振り返ってみて、現状をどの
ようにとらえているかをお聞きしたい。
<参考>
◆市町村合併についての今後の対応方策に関する答申 令和元年 10 月 30 日】
(1)基礎自治体についての現状認識
我が国では、いわゆる「昭和の大合併」の後、約 40 年近くにわたり、市町村数
はほとんど変化しなかったが、人口減少・少子高齢化の進行等の社会状況の変化に
対応して、地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤を確立する
ことが強く求められ、平成 11 年以来、強化された財政支援措置等により、全国的
な市町村合併が積極的に推進された。
この結果、市町村数は、3,232（平成 11 年３月 31 日現在）が 1,727（平成 22 年
３月 31 日現在）となり、市町村合併は相当程度進捗した。市町村の平均人口・面
積はほぼ倍増し、多くの市町村において行財政基盤が強化された。第 27 次地方制
度調査会答申（平成 15 年 11 月 13 日）は、今後の基礎自治体について、
「住民に最
も身近な総合的な行政主体として、これまで以上に自立性の高い行政主体となるこ
とが必要」としていたが、第 29 次地方制度調査会答申（平成 21 年６月 16 日）で
は、
「我が国の市町村は、全体として見た場合には、このような基礎自治体の姿に
近づいたものと考えられる。
」とし、その上で、平成 11 年以来の全国的な合併推進
運動については、
「平成 22 年３月末までで一区切りとすることが適当である」とさ
れた。平成 22 年４月以降の市町村合併は７件となっている。
それぞれの合併市町村において、市町村合併後のまちづくりは未だ進行中である
が、多くの団体において、専門職員の配置、組織の充実、行財政の効率化等、市町
村 合併の成果が既に現れつつある。一方で、周辺部の旧市町村の活力が失われて
いるなどの課題も指摘されており、こうした課題の解決に向け、合併団体において
は、支所等の設置、地域自治区の活用等の取組が行われている。
■Ｑ１-Ａ
□Ｑ２ 合併についての評価－全般的な視点から
総務省が、2010 年(平成 22 年３月)に公表した「
『平成の合併』について」にお
いて、
「合併の本来の効果が現れるまでには 10 年程度の期間が必要であると考え
られ、現時点では短期的な影響の分析に止まらざるを得ないが、多くの合併市町
村の行政・住民、また世論の合併への評価は大きく分かれている」と指摘してい
る。合併から 10 年以上経過するが、合併についてどのように評価しているか。
合併による効果についてはどのように考えているか、問題点・課題についてはど
のように考えているかをお聞きしたい。
<参考>【平成の合併の評価】
合併の本来の効果が現れるまでには 10 年程度の期間が必要であると考えられ、現
時点では短期的な影響の分析に止まらざるを得ないが、多くの合併市町村の行政・住
民、また世論の合併への評価は大きく分かれている。
≪評価の背景≫
〇合併による主な効果
①専門職員の配置など住民サービス提供体制の充実強化
②少子高齢化への対応
③広域的なまちづくり
④適正な職員の配置や公共施設の統廃合など行財政の効率化
〇合併による主な問題点・課題
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①周辺部の旧市町村の活力喪失
②住民の声が届きにくくなっている
③住民サービスの低下
④旧市町村地域の伝統・文化、歴史的な地名などの喪失
■Ｑ２-Ａ

□Ｑ３ 基礎自治体の展望－全般的な視点から
第 32 次地方制度調査会の答申は、市町村合併については、
「行財政基盤を強化
するための手法」
、
「地域によっては、行財政基盤を中長期的に維持していくため
の手法」ととらえているが、人口減少と高齢化の進行を念頭におくとき、基礎自
治体の将来についてどのように考えているかをお聞きしたい。
<参考>【今後の基礎自治体による行政サービスの提供体制についての考え方】
地域の枠を越えた基礎自治体による行政サービスの提供体制については、引き続
き、各市町村において、基礎自治体として担うべき役割を踏まえ、自主的な市町村合
併、市町村間の広域連携、都道府県による補完などの多様な手法の中から最も適した
ものを自ら選択できるようにすることが適当である。
自主的な市町村合併という手法は、行財政基盤を強化するための手法の一つとして
引き続き必要であり、さらに、今後、急速に人口減少と高齢化が進行することが見込
まれる中にあって、地域によっては、行財政基盤を中長期的に維持していくための手
法として検討することも考えられる。
■Ｑ３-Ａ
２

市町村合併についての個別的な質問

□Ｑ４ 合併の必要性について
市町村合併は、地方分権の推進、人口構造の変化、日常生活圏の拡大と広域行
政課題の出現、行政改革の推進といった目的において推進された。合併を選択し
た理由としても、地方分権推進のための行政体制の整備、財政基盤の強化といっ
た理由が指摘された。
2008 年(平成 20 年 10 月)に公表された全国町村会の報告「平成の合併をめぐる
実態と評価」においても同様の認識において合併の理由があげられているが、合
併の必要性についてどのような認識をもっていたのかをお聞きしたい。
①財政的な危機感
②高度化・多様化する行政需要、広域行政への対応
③国・県からの指導
④地域の活性化を目指して
⑤従来からの広域連携の延長として
⑥地域の一体感の醸成による合併気運の高まり
⑦単独行政を選択した場合の疎外感へのおそれ
⑧アンケート等による住民の意見の反映
⑨３万人特例の適用
■Ｑ４-Ａ
□Ｑ５ 合併にいたるまでの状況について
合併の必要性における理由をふまえ、合併協議において重視した事項、難航し
た事項と合意にいたらなかった事項についてお聞きしたい。
〇重視した事項
①住民合意の形成
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②住民自治の充実
③周辺部の衰退への配慮
④関係市町村の合意形成
〇難航した事項と合意にいたらなかった事項
①主要事業・建設計画の調整
②組織・機構
③本庁の位置
④新自治体名
⑤議員定数・選挙区等
⑥合併方式
⑦施設の統廃合
＊ その他にもご苦労された点をお聞かせください。独自事業の取り扱い
についてはいかがでしたか？そもそも合併の枠組みには満足されてい
ましたか？「対」議会あるいは「対」首長という点はどうでしょう
か？
■Ｑ５-Ａ
□Ｑ６ 合併後の状況について－地域社会の変化と住民生活への影響
新市建設計画等の進捗状況をふまえ、合併によって、地域社会がどのように変
化したのか、合併は住民生活にどのような影響を及ぼしたのかについて、合併に
よるプラスの効果とマイナスの効果について、全般的な効果と行政分野ごとの効
果に分けて、状況認識をお聞きしたい。
〇全般的なプラス効果
①財政支出の削減
②重複投資の解消
③合併特例債等を活用した基盤整備
④職員の意識の変化・専門性の向上
⑤住民サービスの高度化・多様化
⑥広域行政
⑦住民の一体感の醸成
⑧地域のイメージアップ
〇行政分野ごとのプラス効果
①健康・福祉分野
②都市基盤整備分野
③地域振興分野
④産業・観光分野
⑤教育・文化分野
⑥自然環境分野
⑦農林水産業分野
⑧防災分野
〇全般的なマイナス効果
①厳しい財政状況
・財政計画との乖離
・財政規律の低下
②行政と住民との距離感の拡大
③住民サービスの低下
・機動性の低下
・中心地域への優遇
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・指定管理者制度の問題点
④行政サービスの画一化、旧自治体の独自施策の廃止・縮小
⑤住民自治機能の低下
・行政と住民との信頼関係の薄れ
・住民自治活動の衰退
・地域審議会の位置づけ
⑥周辺部の衰退・地域格差の発生
⑦地域の個性（歴史、文化、伝統）の喪失
⑧旧自治体間の住民負担の格差
〇行政分野ごとのマイナス効果
①健康・福祉分野
②都市基盤整備分野
③地域振興分野
④産業・観光分野
⑤教育・文化分野
⑥自然環境分野
⑦農林水産業分野
⑧防災分野
＊ 住民から新たな行財政のニーズがあったりして、その効率化は想定
以上に難しい、時間のかかるものでしょうか？
＊ 住民目線でみればどうでしょうか？公共施設の再配置、産業振興、
各種イベントなどを広域的視点から検討、実施したり、自主的に組織
づくりを行ったりしているのでしょうか？
■Ｑ６-Ａ
□Ｑ７ 合併の評価
Ｑ７－１ 合併して、自らが当時イメージしていたこと、考えていたことと、
１ 大きく違う
２ 少し違う
３ （ほぼ）同じである
４ わからない(覚えていない)
＊ どういうイメージをお持ちでしたか？
Ｑ７－２ 合併して
１ 非常に良かった
２ 少し良かった
３ 少し悪かった
４ 非常に悪かった
５ どちらとも言えない
Ｑ７－３ 一言でいえば、一体、合併とは何だったのでしょうか？
■Ｑ７-Ａ
□Ｑ８ 今後の課題と展望について
「市町村合併の特例に関する法律」は 2020 年(令和２年３月末)で失効するが、
新市建設計画、総合計画等の進捗状況、また人口減少と高齢化の進行、合併によ
るプラスの効果とマイナスの効果をふまえ、今後の課題と展望について状況認識
をお聞きしたい。
①財政の健全化・効率化
・徹底した歳出削減
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・職員の削減・定数管理
・公共施設等の統廃合
②住民サービスの向上
③旧自治体の事業の調整(公共料金の統一 他）
④住民自治の拡充
⑤周辺部の衰退への対策
⑥組織・機構改革
⑦地域振興
⑧交通基盤の整備
⑨職員の意識改革
⑩新自治体としての一体感の醸成
⑪新自治体の総合計画の実施
■Ｑ８-Ａ
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Ⅲ

調査結果報告
聞き取り調査の時間は一人当たり約２時間であった。約２時間分の録音をすべ
て反訳したが、調査結果報告の作成にあたっては、報告書としての字数的制約だ
けでなく、論旨の展開、内容の点での飛躍等々、生の声をそのまま記載するには
多くの問題があることから、より分かりやすくするために、質問項目ごとに発言
の趣旨を活かす形で要点をまとめて記載することとした。
１

八幡平市
(1)旧西根町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 武田常徳
２ 職
位 旧西根町助役
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）９月～2013 年（平成 25 年）３月
＊新市の助役、副市長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併しなかったら一体どうなっていたのかということを考えると、財政基
盤、特に、社会基盤の整備、政策基盤の整備等も考えると、合併してよかった
のではないのかなと思っている。安代町が、二戸税務署管内にあったが、岩手
郡への編入後は、盛岡広域管内の一員となり、西根町、松尾町、安代町という
３町村での合併にも抵抗感はなくなっていた。３町村長が集まって議論を繰り
返し、全体的な雰囲気、意識も徐々に形成されていった。
しかし、任意合併協議会、法定合併協議会において議論を進めている間に、
具体的なところでは、距離感が感じられてきた。西根町と松尾村は普段から交
流があったが、安代町とは距離感があった。３町村での合併となると、秋田県
境までとういことで、面積がかなり大きくなる。人口規模からすると、西根町
が約３分２を占めていたが、対等合併ということで、３町村でやっていくこと
になった。
■Ｑ２－Ａ
八幡平市としての区域がかなり広くなったこともあって、地域全体の均衡あ
る発展ということよりは、中心市街地の創出と活性化によって周辺への波及効
果を探るという方法を取らざるをえない。まずは、八幡平市の核となる地区が
必要だということで、大更駅周辺の再開発を行う。それは、松尾地区にとって
も、安代地区にとっても必要なことだという認識でやってきた。均衡ある発展
とは言えないかもしれないが、地区の特性、資源を活用した発展にはつながっ
ているものと考える。
■Ｑ３－Ａ
市町村合併にともなって盛岡広域圏という考え方が一般化していくが、基礎
自治体の今後のことを考えると、消防にしろ、ごみ処理にしろ、その他の行政
もふくめ、経費のことを考えると、八幡平市単独ではできないところがいろい
ろとでてきている。その点でも、盛岡広域圏での取り組みは必要になってく
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る。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併に対して反対が多かったのは松尾村であったが、西根町では、反対とい
うことはなかった。任意合併協議会で問題となったのは、安代町が入ることに
よって規模がかなり広がることから、西根町と松尾村ならば難なくいったのに
という感覚はあった。
また、西根町の場合は、上下水道整備は以前から問題になっていたが、財政
との関係では、松尾村も安代町もそれほど問題にはしていなかったと思う。

■Ｑ５－Ａ
３町村の合併にあたって、大きな問題としては、距離的な問題があった。例
えば、交通基盤の整備という点では、安代町の田山地区から西根町の大更地区
までバス路線を整備するということは問題となった。安代町の場合、社会基盤
の整備が不十分だったので、合併特例債を充当して社会基盤を整備するという
ことであった。西根町に日が当たらないという話もあったが、問題にはならな
かった。議員定数についても、有権者の数もあるが、それなりには、対等な数
になっている。安代地区選出の議員さんたちも頑張ってくれた。
距離の問題での懸案事項といえば、新市庁舎の設置場所の問題があった。新
市庁舎の問題についてはかなり議論をして、現在地に落ち着いた。財政につい
ては、安代町は厳しい状況にはあったが、西根町、松尾村の状況からすると、
財政調整基金の残高からしても、全体としては、何とかやっていけるのではな
いかという感じを持っていた。
新市庁舎のほかに、文化施設、文化会館の問題になったが、新市庁舎の設置
場所はともかく、文化会館は西根町へということで譲れないということにな
り、松尾村も、安代町も西根町への設置に譲歩した。当初は、西根総合支所周
辺にということであったが、人口の集積からして、大更地区へということにな
った。そして、今度は、西根町のなかでもめることになった。新市庁舎の設置
場所へのこだわりが、このような結果を生みだしたともいえる。西根病院を八
幡平市立病院として整備することについては、松尾村、安代町の住民も反対は
なかった。
■Ｑ６－Ａ
合併によるプラスの効果とマイナスの効果についてはさまざまであると思う
が、合併特例債の活用によって、地域特性を活かしたような事業を展開してき
た。安代町については、社会資本整備に加え、八幡平市博物館、安比塗漆器工
房等を整備した。
他方で、人口減少のなか、公有地を活用して田山地区に住宅を整備するとい
う話もあったが、中心市街地の活性化の方がはるかに効果的だということで、
コンパクトシティという発想のもとに、大更駅周辺の再開発がはじまった。周
辺がさびれないようにという考え方もあったが、中心市街地を創出することに
よって周辺への波及効果もあるのではないとういことで事業を展開してきた。
行政と住民との距離感の拡大という点では、最初は、本庁と支所との関係に
おいてぎくしゃくしたところがあったが、現在では、職員配置の適正化がはか
られているのではないかと思う。ただ、職員と住民との間だけでなく、職員間
のコミュニケーションについても、対面的コミュニケーションが基本になるよ
うに思われる。具体的には、林業課を安代総合支所に移してもらいたいとうい
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話はあったが、担当職員は配置して、課は本庁に移した。
職員の定数管理については、目標までは届いていないかもしれないが、削減
は積極的にやってきたつもりである。
効果という点では、安代町と松尾村が対象となっていた辺地対策事業債が効
果的であった。合併によって全市が対象になったこともあって、辺地対策事業
債を使って多くの事業を実施してきた。それは、八幡平市全体にとって効果的
であっただけでなく、特に、旧西根町にとって効果的であった。合併特例債の
場合、将来の財政計画を考えたとき、交付税が段階補正で減額されていく。財
政危機が目に見えてくる。
■Ｑ７－Ａ
合併の評価という点については、総合的には、合併してよかったと考えてい
る。安代地区も以前ほどには距離感がなくなってきている。一体感を醸成する
ためにさまざまな取り組みをしてきたが、そのことからかもしれないが、一体
感は醸成できていると思う。
■Ｑ８－Ａ
今後の課題と展望ということでは、農業のことを考えると、集団化を進めて
はいるが、うまくいっているとは思えない。特に、旧西根町の場合、農業が主
体なので、今後の展望は不明確である。リンドウ農家については、後継者が育
っているところもあるが、そうではないところもあるが、簡単にはいかない。
リンドウについての県内での競争がでてきている。新規就農の効果も限定的で
ある。
Ⅲ 所見
旧西根町の助役、八幡平市の副市長の任にあったということもあるが、全体的に
は、旧西根町の視点からの評価であった。合併協議の現場の情報に接することがで
きた。当時の西根町長の動向についての発言は抑制的であったように思う。
地域としての八幡平市というよりは、３分２の人口を擁する、八幡平市の核とし
ての、牽引役としての西根町という意識が感じ取られるが、全体を考えると止むを
得ないようにも思われる。しかし、中心市街地の再開発、活性化といっても、人口
減少社会の到来という点では、周辺部の人口減少は言うまでもなく、中心市街地の
活性化自体が達成されないままに人口減少が加速するということも考えられる。
このような状況の中で、改めて、合併を考えるとき、良い意味でのコンパクトシ
ティの構築に期待を寄せる以外に展望はないように思われる。今後は、農林業にお
いて地域資源をいかにして活用して産業化していくかということを前提に、観光業
においてどのような展望を示せるかがカギになるように思う。
（聞き取り 2020 年３月 16 日）

(2)旧安代町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 米川次郎
２ 職
位 旧安代町長
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）９月～2005 年（平成 17 年）８月
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Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併の議論の過程でさまざまな問題がでてきた。合併の範囲をめぐる問題に
ついては、特に、旧西根町が盛岡市の広域合併の構想に巻き込まれただけでな
く、地域文化の違いの問題においては、旧盛岡藩との関係から秋田県の鹿角市
との分村合併まで話が広がった。しかし、実際には、人口減少、若者が定住す
る要素が見当たらない、そして、財政危機という現実を考えたとき、西根町、
松尾村との合併が順当だろうと考えた。
全体的には、財政危機、人口減少を考えると、合併しても効果はそれほどな
いのではないかということで、期待はあまり持っていなかった。地域的な広が
りもあり、行政効率は悪かった。合併しなかったらさらに多くの問題をかかえ
ることになっていた。
合併する場合には、西根町を中心にやらざるをえないということであった
が、新市になって、新人が市長になったために、状況も変わった。旧町村の首
長の間での共通認識が崩れてしまうような格好になった。新市庁舎は予定通り
野駄に建設されたが、新市建設計画の進捗については、旧安代町の視点から
は、過疎化がさらに進み、林業も後継者がいないということからすると、何と
も言えないところがある。
■Ｑ２－Ａ
旧安代町の場合、財政的な問題に加え、少子化、高齢化の進展によって、合
併は止むを得ないところがあった。新市建設計画においては、合併による主な
効果、合併による主な問題点・課題の解決といった点にはそれなりの期待を持
っていた。しかし、時の経過とともに、新市庁舎の建設をのぞくと、新市建設
計画による効果はますます見えなくなってしまっている。住民は、むしろ、
日々の生活のほうがはるかに重要であることから、新市建設計画だけでなく、
合併による主な問題点・課題の解決、行政の活動そのものに対する関心もまた
後退しているように思われる。
他方で、八幡平国立公園については、一体的な振興策を打つことができるよ
うになったが、それでも、十和田八幡平国立公園というより広範な枠組みにお
いて観光振興を考え、展開しないと、宿泊・滞在型の観光地としての魅力を打
ちだすことはなかなか難しい。
市町村合併の成果が現れているかどうかというと、現れているとはいいがた
いところがある。合併による主な問題点・課題として指摘されたものについて
は、中心と周辺との関係がますます希薄になりつつある。旧安代町において過
疎化がさらに進めば、行政サービスだけでなく、住民意識においても、周辺は
中心からますます切り離されていくのではないか。
■Ｑ３－Ａ
新市建設計画においては、確かに、合併の効果として、行財政基盤の強化と
いった点が指摘されていたが、旧安代町においては、新市の行財政基盤の強化
よりも、人口減少、高齢化、林業の衰退といった問題のほうがはるかに深刻な
問題となっている。行財政基盤は強化されたかもしれないが、これらの問題は
解決の糸口さえ見つけられない状況である。このような状況において、八幡平
市が基礎自治体として地域の均衡ある発展を達成できるかというと疑問であ
る。例えば、通勤、通学、病院、買い物における移動を考えると、機能的に
は、基礎自治体の範囲をすでに超えてしまっている。観光についても、八幡平
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市だけでなく、十和田八幡平国立公園という大きな枠組みにおいて展開しない
と意味はない。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性、特に、財政的な危機感、地域の活性化、広域連携や広域行政
の考え方については、盛岡広域振興局を通してさまざまな情報を提供していた
だいた。提供された情報等によって合併の必要性は十分理解できた。
■Ｑ５－Ａ
個人的には、合併には積極的賛成ということではなかったが、安代町がおか
れた状況を考えると、
「このままでは、消えてなくなる」という危機感もあっ
て、合併協議における検討事項については「粘るだけ粘る」という信念で、安
代町の存続をかけて交渉に臨んだ。その点では、総合支所方式の採用によっ
て、安代町に、総合支所を残すことができたのは大きな成果であった。また、
合併特例債の活用においても、基幹産業である林業を前面に押し出した産業振
興を行うということを主張した。
難航した事項という点では、新市庁舎の位置の問題がある。西根町の大更地
区は人口が多いので、そこに、庁舎を持っていかれると大変だということで、
合併市の面積からして真ん中は安代町の赤坂田というところだったので、新市
庁舎をそこに建てるということを提案した。もちろん、冗談での話だが。西根
町の工藤町長は、その辺を理解してくれて、現在地に建設するということにな
った。合併協議の時は、病院も同じ場所に建設するということで話が進んでい
たが、西根町長は拒否した。合併にあたって、新市の地域医療をどうするかと
いうことで、市立病院、診療所、個人病院の相互連携の構想を考えていたが、
参考にはされなかった。
■Ｑ６－Ａ
合併には、プラス効果だけでなくマイナス効果もあるということ、新市建設
計画も順当には進まないということは止むを得ないのではないかと思う。合併
を協議しているときに考えていた通りにはならない。旧安代町の場合は、合併
のときには、負債もあったが、過疎債が使えた。上下水道の整備も、安代町の
方がずっと進んでいた。西根町では、合併後に進められた。基盤整備という点
では、安代町、松尾村ではだいたいおわっていた。その点で、基盤整備に対す
る投資に差がでてきた。表向き、マイナス効果ということになる。
行政組織の点では、本庁と支所との関係は、権限の委譲が行われず、依然と
して、決定権は本庁にあるということで、関係はますます希薄になっている。
新市建設計画では、総合支所制を採用することになっていたが、決定権はなく
ても審議権があれば、地域の独自性は発揮されたはずだが、ましてや、審議機
関として自治会等を位置づけることも可能であったが、旧町村では、田頭地区
のように一部でしか可能ではなかった。その点では、地域審議会、住民自治活
動は、展望が見えないままに、まったく進まなかった。
■Ｑ７－Ａ
合併してよかったかどうかというと、合併せざるをえなかったというのが本音
である。合併以外に選択肢はなかった。しかし、新市建設計画の策定したときの
イメージとの間には落差がある。コンセプトは「輝き（ひかり）と農（みのり）
の大地」であったが、コンセプトが実現されたのか、されつつあるのかについて
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は何とも言えない。
■Ｑ８－Ａ
現在、観光協会に関わっているが、八幡平を観光のメインにすえて全国から
人を集めるということはできない。八幡平の観光を十和田八幡平国立公園とい
う大きな枠組みの中で考えなければ意味はない。そうした枠組みの中で地元に
泊まってお金を落としてもらわなければならない。その点では、ドラゴンアイ
は文字通り大きな目玉となりうる。八幡平の紅葉にしても高い評価を得てい
る。観光資源の開発は、八幡平市の発展にとって極めて重要なテーマである。
Ⅲ 所見
均衡ある地域の発展を目指して実施された合併ではあるが、新市建設計画の通り
には行かずに、むしろ、中心市街地と周辺との関係がぎくしゃくするようなものに
なってしまっているような印象を受けた。中心市街地の再開発は、むしろ、盛岡市
との関係を意識したものになり、旧安代町田山地区はますます周辺化して、過疎化
の一途をたどっている。旧安代町、旧松尾村の住民にとっては、合併は一体何だっ
たのかという疑念よりも、生活の拠点の拡散によって、地域社会それ自体がさらに
空洞化している状況において、何よりもまず、生活を維持することが最大の関心事
になっている。
旧安代町町長米川次郎氏のヒアリング調査においては、旧松尾村村長佐々木正四
郎氏のヒアリング調査にもまして、上記の点はより深刻なものとして意識されてい
ることを改めて確認することができた。松尾村よりもさらに周辺に位置していて、
生活の拠点としての機能がますます希薄になっている状況においては、均衡ある地
域の発展は果たして可能なのかと疑問を持たざるをえない。旧西根町大更地区を中
心とする再開発が行われているが、これが、中心へのコンパクト化であるのであれ
ば、周辺部の過疎化だけでなく、広域的な人の移動が加速するように思われる。
（聞き取り 2020 年３月 13 日）

(3)旧松尾村
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 佐々木正四郎
２ 職
位 旧松尾村長
３ 在職期間 1995 年（平成７年）４月～2005 年（平成 17 年）８月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
昭和の合併のときは、松尾村は、松尾鉱山があって、交付税不交付団体だっ
たことから、松尾村抜きの合併であった。確かに、松尾鉱山の閉山等、その後
の状況変化もあったが、最後に松尾村だけ残ったとしても、
「本当は合併した
くない」という気持ちで対応してきた。松尾鉱山の閉山にともなって、企業誘
致などに取り組み、安代町とはリクルートのスキー場の件で協議会を設置する
など関係が続いていた。また、安代町が二戸郡から岩手郡へと移行したことに
よって、郡単位での関係がより身近になった。他方で、松尾鉱山の閉山ととも
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に過疎化が急激に進んだ。人口が半分になり、そうしたなかで、合併の話がで
てきた。時代の流れということもあるが、合併は止むを得ない選択だったので
はないか。
しかし、当事者として振り返ってみると、全体的には、新市建設計画のイメ
ージからどんどん離れていっている、あるいはイメージがどんどん壊れていっ
ているような気がする。旧松尾村民としては、特に、学習院八幡平校舎の建物
は、松尾鉱山の産業遺産として残してほしかった。
■Ｑ２－Ａ
合併後のこととして、松尾村として一番心配したのは、議員の選出である。
その後の政策展開を見ると、旧西根町の大更駅周辺の再開発が重点化され、旧
松尾村に対する政策的配慮はほとんどない。確かに、八幡平市の均衡ある発展
は難しいが、重点化されると、過疎化が進んでいるところは、ますます、過疎
化が進む。選出議員数が少ないところに大きな問題があるように思われる。
また、合併の効果として期待されたものでは、「適正な職員の配置や公共施
設の統廃合など行財政の効率化」があげられるが、職員定数の削減は抑えられ
ていて、計画を達成していないだけでなく、行財政の効率化を妨げているよう
に思われる。公共施設の統廃合についても、新市庁舎、市立病院等の建設によ
って、公共施設等の管理・運営は、むしろ、財政を圧迫するものになりつつあ
る。
■Ｑ３－Ａ
「行財政基盤を強化するための手法」、「地域によっては、行財政基盤を中長
期的に維持していくための手法」としての市町村合併という考え方は理解でき
るが、八幡平市においては、合併後も、人口減少と高齢化が進行している。特
に、旧安代町においては、急激に進行している。農林業の後継者もますます少
なくなっている。中心市街地の活性化もさることながら、周辺地域の過疎化の
さらなる進行を考えるとき、中心市街地の活性化それ自体が果たしてどのよう
な波及効果を周辺に対してもたらすのか疑問である。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
当初は、財政的な危機感から合併を目指すという意識はあまりなかった。リ
クルートの誘致もあり単独でも何とかなるのではないかという意識はあった。
合併に関する住民アンケートでも、積極的に合併を考えている人は多くはなか
った。安代町は、学校の新築などによって財政的に厳しい状況にあったことは
確かである。

■Ｑ５－Ａ
合併にあたっては住民合意を重視するという点から、アンケート調査を行っ
た。賛成よりも反対が上回った。予想はされたことだが、合併すべきだという
人は少なかった。合併協定直前のアンケートでも反対が上回ったが、議会との
協議もへて、結局は、村長の政治決断ということになった。
合併にあたって、難航したのは、本庁舎の位置、新市名であるが、新市庁舎
の位置は地域全体を考えてのものである。新市名は、安比スキー場がかなり一
般化していたこと、また八幡平国立公園もあるということから、安比市と八幡
平市が候補となり、最終的には、八幡平市となった。松尾村として一番心配し
たのは、むしろ、議員の選出である。有権者数では、選出議員数はかぎられて
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くる。この点は、現在は、議会運営に大きく反映している。
■Ｑ６－Ａ
合併の効果と点では、当初は、プラス効果もあったのかと思うが、財政的に
は、人口減少もあるが、厳しくなってきている。特に、新市建設計画にあった
職員定数の削減は抑えられていて、計画を達成していない。八幡平市という名
称は、全国的にはイメージアップにつながっていると思うが、それでも、松尾
は松尾である。
マイナス効果という点では、平舘高校の問題がある。入学希望者が減少して
いるが、通学路の整備等、高校生の利便性を考えた対応策が必要である。高校
もふくめ、学校は地域になくてはならないものなので、八幡平市の特徴をもっ
とだすべきである。その点では、「ハロウインターナショナルスクール安比ジ
ャパン」の開校には、期待している。
また、商店街は、地区を問わず、大型店の進出によってさびれてしまってい
る。また、バイパス等の整備もあるかと思うが、盛岡市に通勤する人は増えて
いる。農林業分野の後継者は今後ますます少なくなっている。
■Ｑ７－Ａ
「合併してよかったかどうか」と聞かれると、マイナスイメージのほうが大
きい。現状のままだと、今後、もっと大変なことになるように思われる。当初
の期待に反して、議員数にしても、投資、再開発にしても、均衡ある地域発展
とはいいがたいような状況になってしまっている。
■Ｑ８－Ａ
大変な時代になったというのは、八幡平市にかぎらず、どこでも同じだと思
うが、考えようによっては、もう少し何とかなるのではないかという気もす
る。現状では、ますます、悪化するように思われる。八幡平市立病院ができた
が、人口が急激に減少していることから、長期的には、厳しい状況がでてくる
のではないかと思われる。ＣＣＲＣ八幡平市についても同様である。地域交通
についても、利用者はほとんどいない。希望者が少なくなっていることから、
合併して、新たに保育所を設置するという事業を行っているが、他に場所があ
るにもかかわらず、わざわざ、山を切り崩して敷地を確保している。わざわ
ざ、お金をかけているにしか思えない。
今後の課題と展望について細かいことを取り上げてもきりがないが、全体と
してみると、新市建設計画のイメージからどんどん離れていっている、あるい
はイメージがどんどん壊れていっているように思われる。
Ⅲ 所見
均衡ある地域の発展を目指して実施された合併ではあるが、新市建設計画の通り
には行かずに、むしろ、中心市街地と周辺との関係がぎくしゃくするようなものに
なってしまっているような印象を受けた。中心市街地の再開発は、むしろ、盛岡市
との関係を意識したものになり、旧安代町田山地区はますます周辺化して、過疎化
の一途をたどっている。旧安代町、旧松尾村の住民にとっては、合併は一体何だっ
たのかという疑念よりも、生活の拠点の拡散によって、地域社会それ自体がさらに
空洞化している状況において、何よりもまず、生活を維持することが最大の関心事
になっている。
旧松尾村村長佐々木正四郎氏のヒアリングにおいて、合併が目指したものはなに
か、新市建設計画は何を目指していたのか、具体的に何を実現できたのかという視
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点から、改めて、新市建設計画とその実績についてひとつひとつの事業を検証しな
がらその成果を明らかにする必要があるように思われる。しかし、地域住民の日常
は、そうしたところからますます切り離され、無関心になっていくようにも思われ
る。
（聞き取り 2020 年３月 13 日）

２

花巻市
(1)旧花巻市
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 山口紀士
２ 職
位 旧花巻市助役
３ 在職期間 2002 年（平成 14 年）４月～2005 年（平成 17 年）12 月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
個人的には合併は本当によかったのかと思い返すことがある。とても広い面
積になって、行政の効率などからみてどうかと。
■Ｑ２－Ａ
対等合併して新市職員の給料をどうするかとなった時に、旧花巻市の職員給
料（給料表・職位）が最も高くて、それに合わせたが、旧市の職員は給料アッ
プ（昇格）の機会を失い、彼らの不満は小さくなかった。職員の能力、文化、
仕事のやり方を含めて、適正な職員配置などを通した行財政の効率化には考え
させられるものがある。しかし、例えば、お祭りになると、大迫の人（職員）
は大迫の、東和の人（職員）は東和の、となるのでこのへんも難しい。地域の
文化、芸能、歴史を守ることには一定の理解はあってしかるべきであるが、全
市的には、特定のものについて、職員として携わることを配慮して採用なんて
できない。
■Ｑ３－Ａ
職員も、議員も減っている点では、行財政の効率化は進んでいる。しかし、
いつの時代も、財政が良くなったという実感はないのではないか。合併特例債
も結局は借金である。効率化の点では、旧３町の総合支所もどこかの時点で廃
止することになる、でもそうなりそうにない。合併して地域の公共施設をかな
りきめ細かく整備できたので、この点は旧３町の住民から高く評価して欲し
い、当然のことではなく。今後はそう簡単にはいかない。全市的、地域的にみ
て公共施設の再配置は大なり小なり避けられなくなる。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
確か、大迫町長さんが最初に合併しましょうと言ったと思うが、花巻市は動
くようなスタンスではなかった。
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■Ｑ５－Ａ
重視した事項、難航した事項とかは特段なかったように思う。ただ、地域協
議会でやろうか、作ろうかどうか、残そうか、そういう議論はあったが、そう
すると、合併する前と同じじゃないかと、二重行政みたいになってしまうので
はないかということがあって、それは設けないことにしましょうと、地域の一
体感を早く醸成するためには旧町単位とか、そういうのは取っ払った方がいい
のではないかということで設けなかった。新市建設計画で新庁舎整備事業（調
査）をあげているが、旧市の本庁舎が駐車場も含めて狭いのと、旧石鳥谷町庁
舎が使えるのとで、教育委員会が後者に入居し、今に至っている。行政の効率
化の点では良くない。庁舎整備はこれからもっと厳しくなる。
■Ｑ６－Ａ
職員も、議員も減っている点では行財政の効率化は進んでいる。ただ、意欲
を持って働けるような職場環境を作らないとだめじゃないかなと、私は、外か
ら見て思う。先日（令和２年３月）
、公益財団法人総合花巻病院が移転開院し
たが、市の支援が欠かせなかったのではないか。合併時からの課題への取り組
みに加えて、そうした新たなニーズに応えるとすれば、行財政運営は高度化、
多様化する。
■Ｑ７－Ａ
合併って何だったのかと。地域のこと、職員や議員ことを考えるとどうか
と。コミュニティ会議で地域の住民が頑張っているのをみると、良かったのか
なと。でも、27 でしょうか、その単位は今後問題になるかもしれない。
■Ｑ８－Ａ
人口減少対策はしっかりやらないといけない。若い人たちに住んでもらえる
ような、仕事づくりが必要であるが、土地利用（農業振興地域制度）がネック
になっている。月並みであるが、受け皿づくりです。市内のアイオー精密でし
たでしょうか、精密機械系の加工業の、社内での一貫生産、何でも手掛けて即
納品すると。リーダー的存在になってくれればと思います。個人的には、市シ
ルバー人材センターの理事長を仰せつかっていることもあって、高齢化を背景
とする高齢者の働き方は気になります。65 歳までの定年延長で、ひと休みして
から活動していただくとなると、長い間というわけには。派遣といっても、受
け入れてくれる事業所はなかなかない。公務員では会計年度任用職員制度が導
入されているが、シルバー人材センターではなかなかそうはいかない。マンパ
ワー（働き方）の面は厳しいことが多い。他方、私たちは施設を自己所有して
いないが、行政との関係でいえば、施設管理、直営か指定管理か、民間委託
か、ハード面も厳しいところは多いのではないか。行政のコスト意識とも関わ
ってくる。
Ⅲ 所見
合併による主な効果として、一般的に行財政の効率化をはじめいくつかあげられ
ているが、山口氏はそれぞれに関して、一部で効果はでていても、全体的にはそう
言い切れない、むしろ全体的にみてどうなのかということを重視されている。彼は
単純に旧花巻市の立場から言っているのではなく、客観的に向き合っていることか
ら、説得力が感じられる。
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（聞き取り 2020 年３月３日）

(2)旧石鳥谷町
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 髙橋公男
２ 職
位 旧石鳥谷町長
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）２月～2005 年（平成 17 年）12 月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
人口減少や少子高齢化を背景に、行政面で近隣市町とできることはやってい
かなければという意識が芽生えてきた。町長就任初期の頃、人口減少、少子高
齢化のスピードは速くなかったので、合併を急がなければとは思っていなかっ
た。しかし、交付税が減らされ、地域の公共施設の老朽化と建て替えが次々に
迫り、北上川の堤防整備、４号線の４車線化など広域的なインフラ整備もしな
ければならなかったが、すぐに合併とは考えておらず、研究とか協議はしなけ
ればならないという思い程度だった。実際、研究会、協議会と進むなかで、合
併に対する意識は強くなっていった。石鳥谷町は昭和の合併から 50 年が経過
していたが、北上川の両側で生活が大きく異なっていたことから、両者のつな
がり、調整とか、一体化に重点を置いてきた。ようやくひとつになっていると
いうのが実感である。この点から今の花巻市をみると、ようやくひとつの市と
して安定しつつあるなと感じている。
■Ｑ２－Ａ
最初は、地域の公民館だとか、行政区の数、役割とか、まちづくりとか、地
区レベルでの調整、一体化が大事であると思い、副市長として取り組んだ。平
成 19 年度予算で地域づくり交付金（２億円）が計上されたが、交付する地域
の範囲をについて地域内・庁舎内で喧々諤々協議した。新市長の２期目で、地
域づくりの単位としては完全に固定できたと実感した。また、従来からの地域
の特徴を大事にしてもらいながら地域づくりに取り組んでもらっている。他
方、市全体の話をすれば、公共施設の配置には苦労した。市全体としてのニー
ズ、旧市町としてのニーズなどいろいろあるが、土台づくりはできたと思って
いる。
■Ｑ３－Ａ
副市長の在職中に合併した基礎自治体としての形はある程度整ったと思う。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
財政的な危機感はあった。国や県のプレッシャーは感じなかったが、国から
の地方交付税の削減が続いていたので、石鳥谷町の単独を続けるのは厳しいな
と思った。
■Ｑ５－Ａ
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町民の皆さん方の意見を十分把握して、判断したいと思いつつ、平成 16 年
３月議会で平成 18 年 1 月の合併が適当であると表明した。東和町長選挙が平
成 18 年１月だったので、そのことを意識していた。一時、宮守村、東和町、
大迫町、本町の３町１村の協議会設置について議会で言及したが、最終的に
は、将来を考えれば１市３町でやるべきだと表明した。結果的に、大迫も、東
和も、本町の動向を見てから本格的に動き出すという結果になった。
■Ｑ６－Ａ
合併協議では旧市町の中心街が衰退するようでは困るので、地域の特徴を残
しながら、中心として維持できるように施策を行うという意識は強かった。本
庁を新しく整備するかという話はあったが、今ではないとなった。旧町に総合
支所を設置すること、合併方式を新設合併とすることなどはスムーズに決まっ
た。旧市内循環バスに加えて、旧町とはデマンド型交通（予約乗り合いバス
等）でつながっている。国保税をはじめいろいろ一律化が進んだし、合併特例
債でいろいろ整備でき、北上川の堤防なんかはまだやり残しがあるが、整備が
進んだ。財政状況も他の合併自治体と比べると、それほど悪くないように理解
している。しかし、職員給与は依然として調整していると思う。他にも、教育
委員会、農林部、農業委員会は、今も本庁が狭くて、離れた場所にある。
■Ｑ７－Ａ
非常に良かったとは言えないが、合併して良かったと思う。人口が減ってき
ているし、市街地（まちなか）が思い描いたような形にはやっぱりなっていな
い。旧町のままではもっと厳しくなっていると思う。
石鳥谷だけでもおそらくやれる状態ではあったと思うが、もっと先のことを
考えればやっぱり大きくしてやったほうが効率的だし、住民の高齢化も広がる
し、財政的な面もあるし、いろいろな面を考えればやっぱり合併したほうがい
いという判断だった。ただし、新幹線の駅、高速道路、空港があるし、条件が
一番いいのだが、それに見合ったもの、最初はとにかく県都盛岡に次ぐ第２の
県の中央部を作らなければならないという考え方であったが、まだそこにはい
ってない。
合併というのは、当然、時代の流れであって、日本の国勢からいって、広域
的な流れを作って、そして国民がいかに豊かな生活をするかとなれば、昔のよ
うな小さい塊よりも大きな塊がいいんじゃないか、基本はそこにあると思う。
■Ｑ８－Ａ
今の花巻市のままでいいかと思います。コミュニティ会議にせよ、振興セン
ターにせよ（隣接する体育館等も含む）、地域で使うのは地域づくり交付金、
施設を管理するのは指定管理者を設けて管理費として人件費は市のほうからも
らうと、２本来ている。担い手の高齢化、施設の老朽化は課題ですが、そうい
う形でいいのではないかなと思う。
工業団地の造成は大事だけれども、例えば、住宅は富士大学あたりを住宅街
にして、そして北上で働いて、こっちで住んで、住民税はこっちに入り、法人
税は向こうに入るわけですから、広域的な政策を進めたほうがいいと思う。
人口減少に応じた地域づくりは必要だし、何としても東京に集中している人
口をある程度こっちにＵターンさせる方策がなければならない。特に、自然の
なかでの仕事、農業が集団営農をはじめいくつかのスタイルでできるよう、も
っと大事にしなければならない。
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Ⅲ 所見
今回の数多くのインタビューのなかでの典型的な内容であった。合併の必要性に
関しては、財政の危機感があり、最大のインパクトになった。合併に際しては、本
町の決断が他の町に大きな影響を与え、いわばキーパーソンとなった。旧市町村の
特徴を大事にすることが重要な制度にインプットされた一方で、広域的なまちづく
り（投資）での大きな効果があげられる。ご本人にとっては合併して少し良かった
というところである。県内では県都盛岡に次ぐ、第２の中核エリアを目指してきた
ことが語られ、これ以上、合併等で大きくならず、産業振興を課題にあげられてい
た。
（聞き取り 2020 年３月２日）

(3)旧大迫町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 佐藤共成
２ 職
位 旧大迫町長
３ 在職期間 2002 年（平成 14 年）11 月～2005 年（平成 17 年）12 月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併はやむを得ない、時代の趨勢だと感じ、対応してきた。合併前あたりか
ら北上市が元気になってきて、こちらは、新幹線駅の問題もあったりして、こ
のあたりで、花巻が一体となって動かなければという雰囲気はあった。人口は
減っていくし、事務的なものも専門化が進んできて、技術的にも高度になって
くるというような状況で、職員の資質が問われてくることから、小さい自治体
だと厳しくなる感じがあった。財政的には行き詰まっているわけじゃなかった
し、過疎債が使えたから割合よかった、財政的にも余裕があった。
■Ｑ２－Ａ
大迫の住民からすると行政との間に距離がでてきたという感じは否めない。
総合支所はそこで用が足りるからまあいいけど、医療が、県立大迫病院が有床
の地域診療センターになり、そして無床になったことが大きかった。医療とも
関わるが、高齢者の足、公共交通は合併時に協議しきれなかった。今でこそ、
デマンド型交通（予約乗り合いバス等）があるけど、旧市に入れば、追加料金
が必要になる。公共交通のネットワークは課題としてある。
■Ｑ３－Ａ
行政から退いているので、詳しい話はできない。花巻は県都盛岡に次ぐ中心
エリアという意識が強かったが、北上に経済的にのまれてしまったような感じ
で、行政的には県の出先が移っている。ただ、これ以上に花巻市を大きくする
ことは誰も考えてないだろうし、そうすると、産業集積とか、やはり産業振興
が課題になってくる。大迫では、観光、早池峰山、神楽、全部自前のワインな
ど、さらに水準を上げるために、広域的にはいろいろやっている。民泊だとか
自然に触れる形で宿泊するとか、新たな形を作らないかぎり厳しい。
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２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
既述のとおり。
■Ｑ５－Ａ
合併協議は割合スムーズにいったほうだと思う。ただ、東和は独立するかと
いう動きがあった。
■Ｑ６－Ａ
合併してから、大迫、東和、旧花巻は首長が政治・行政から離れたので、合
併協議事項がスムーズに着手されるかを懸念していたが、実際、想定どおりに
行っていないことが少なくなかったのではないか。既述のとおり、地域医療と
公共交通の状況が厳しくなったが、前者は県頼みなので、市が関わるのは後者
となる。振興センターとコミュニティ会議についても合併協議では詰め切れて
いなかった。新市長の下である程度年月が経って、イメージとやや異なり、地
域の権限も縮減しているように思う。
■Ｑ７－Ａ
合併は、住民からすれば、行政はひどくなったという感じは否めないが、こ
んなものではないかと思う。既述のとおり、合併はやむを得ない。大事なのは
行政がこれからどう取り組むか、かつてのような行政でいいのか、住民に、民
間に何ができるのか、もっと知恵を出さなければいけない。
■Ｑ８－Ａ
産業振興は最大の課題であると思う。若者が旧花巻市や北上市に通うのは、
やむをえないとしても、やっぱり農業を強化しなければならない。個人ではな
くて、集落営農、法人化などで、機械に合わせたスタイルで、高い生産性、付
加価値を目指す。他地域との企業連携ネットワークはありうる。特に、大迫
は、人口が予想以上に減っていて懸念するが、高校は存続できるようにしなけ
ればならない（旧３町では東和高校が 2010 年閉校、花北青雲高校と大迫高校
は存続）
。特色づくりだな。クラブ活動かな。地域経済・社会に与える行政の
影響力は非常に大きいから、地域にしっかり入って、地域の課題に向き合う首
長になってもらわないといけない。
Ⅲ 所見
合併による問題はいろいろあるが、深刻にならないよう努力されている。そのう
ちとくに産業振興の工夫が課題として指摘された。他方、地域経済・社会にとって
の医療と高校の存在が非常に重要であることが強調されたが、本エリアでは県
（立）の方針が決定的で、自らの裁量が及びにくい課題がある。合併に際していわ
ゆる周辺市町村の動向が決定的となったが、合併過渡期（移行期）が依然として継
続しており（ポスト「平成の大合併」時代が来たとは必ずしも言えない）
、地域・
自治体がどのように向き合うかで自治の姿は変わってくる。
（聞き取り 2020 年２月 28 日）
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３

奥州市
(1)旧江刺市
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 相原正明
２ 職
位 元江刺市長
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）９月～2010 年（平成 22 年）２月
＊新市の市長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
現状認識であるが、合併の成果は長い年月をかけて現れるものであり、旧 5
市町村の住民意識が年々奥州市民意識として一体化する中で、さまざまな課題
を乗り越えつつ、次第に合併の成果として結実していくものと考えている。
■Ｑ２－Ａ
合併の成果は長い年月をかけて現れるものであり、合併した旧市町村の住民
意識が一体化する中で、成果を発揮すると思っている。そういう意味で 10 年
でも短すぎるであろう。
奥州市の場合は、人口 10 万人以上の都市となる中で、各方面で優れた人材
を確保し、安定した財政力と相まって、迅速的確な災害対応や意欲的な政策展
開が可能となり、充実してきたと感じている。
旧市町村のくくりで見た場合に、商店街が寂れたり、住民の目から見て家族
的な役場の雰囲気が失われたり、意見が届きにくくなると感ずるなどの合併直
後にもよく言われた課題があるが、新しい時代に対応する新市の総合力と新し
い住民意識の高まりの中で、やがて乗り越えることができると考えている。
■Ｑ３－Ａ
基礎自治体は、そこに住む住民の福祉や安全確保等のために存在している
が、一方では人為的な枠組みでもある。財政基盤脆弱や人材確保難などで、適
切な行政水準維持が困難な場合には、自治体の規模や枠組みの見直しも大きな
課題となる。無論、住民の自由な意見交換を経て、住民自らが選択することが
基本であり、国・県等は客観的で公正な情報提供に努めるべきである。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性については、おおむね、①財政的な危機感、②高度化・多様化
する行政需要、広域行政への対応、④地域の活性化を目指して、という認識で
ある。なお、③国・県からの指導、については、
「指導」というよりは、国の
リードによる全国的な機運の醸成が首長等の判断を後押ししたと感じている。

■Ｑ５－Ａ
重視した事項は、①住民合意の形成、②住民自治の充実、③周辺部の衰退へ
の配慮、④関係市町村の合意形成、のすべてであり、難航した事項は、わずか
３カ月でまとめるという期間の短さを除けば大なものは無かったと認識する。
むしろ、一致協力して非常事態を乗り切るという風であった。
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合併協議会ができるまでは、組み合わせの問題で二転三転した経緯がある
が、そのことは公式記録により承知願いたい。
■Ｑ６－Ａ
全般的なプラス効果については、②重複投資の解消、③合併特例債等を活用
した基盤整備、④職員の意識の変化・専門性の向上、⑤住民サービスの高度
化・多様化、⑥広域行政、⑦住民の一体感の醸成、⑧地域のイメージアップ、
が該当していると認識している。また、マイナス効果については、マイナスと
いうことではなく、合併後に時間をかけて順次解決すべき課題と考えられる。
なお、行政分野ごとの分析については、職を離れて時間の経過した立場から
は述べることは難しい。現首長サイドの分析・判断に依られたい。
■Ｑ７－Ａ
<Q7-1 合併して、自らが当時イメージしていたこと、考えていたことと>に
ついては、<３ （ほぼ）同じである>。< Q7-2 合併して>については、<１
非常に良かった>と考える。< Q7-3 一言でいえば、一体、合併とは何だった
のでしょうか？>については、時代の流れを受け止め、またこれを契機に時代
を先取りするビジョンの下に、自らの自治体を大変革させること、であると考
える。
■Ｑ８－Ａ
今後の課題と展望については、①～⑪のすべての項目が、今後さらに取り組
むべき課題に該当すると認識している。なお、新自治体としての真の一体感
は、合併後に誕生した市民が成人し、社会の中心メンバーとして活躍する頃ま
での時を要すると感じている(個人的な感想)。
Ⅲ 所見
合併前の江刺市市長、新市奥州市の初代市長という立場もあるが、合併について
の評価という点では、プラス、マイナスの効果はあるが、新市の総合力と新しい住
民意識の高まりのなかで、合併によってマイナス効果は乗り越えることができると
考えているという点には、初代市長としての責任感を感じ取ることができる。
合併にいたるまでの経緯のなかで、組み合わせについての議論の二転三転につい
て直接お話を聞くことができなかったのは残念である。特に、奥州市という新市の
名称がどのような議論のなかで登場したのかについては（関係合併市町村名を除い
いたうえで、5 市町村の住民から公募することからスタートしたようだが）。
合併の効果については、一市民、住民として振り返ってみて、新市建設計画のイ
メージ通りに進んだのかどうかについて評価を聞くことができなかったのは残念で
ある。
今後の課題と展望については、すべての項目が該当するということからすると、
合併後の取り組みにおいて不十分な部分が多々あるという認識を持っていると理解
することも可能である。
いずれにしても、新市建設計画の進行管理、進捗状況、成果等において、改め
て、新市建設計画の履行を年度ごとに検証したうえで、新市奥州市は合併によって
所期の目的を達成したのか、達成しつつあるのか、あるいはそうではないのかとい
う点を評価する必要があるように思う。
（書面にてご回答
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2020 年３月）

(2)旧前沢町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 伊藤正次
２ 職
位 旧前沢町長
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）９月～2006 年（平成 18 年）２月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
振り返ってということでいうと、私の基本的な認識としては、合併は大成功
だった、という認識はないです。だからといって、完全な失敗だったとういこ
とでもない。そういう思いのなかで振り返ってみると、当時の小泉政権下での
地方分権ということで、日本中に合併の嵐が吹き荒れた、合併推進の熱病にか
かってしまったなという思いが非常に強い。
胆江６市町村の場合、個々にはどうしようもないくらいに困っていたわけで
はなかった。農業も工業もそれなりの基盤があった。ですから、単独では成り
立たなくなるぞという小泉さんの手法にすっかり乗せられてしまって、合併に
邁進してしまったという思いです。
■Ｑ２－Ａ
前沢町にとって不利でない合併なら進めるというスタンスでやったけれど
も、合併当時は、どこの市町村も不利になるようなこともなく合併できたと思
っている。その後、さまざまなことがあり、評価は分かれるかもしれないが、
合併協議会での紆余曲折を考えると、奇跡的な合併だったと思う。
■Ｑ３－Ａ
合併以前からであるが、広域行政によって多くの行政サービスが行われてい
る。今後は、奥州市を中心とした圏域行政においてさらにこの傾向はつづくと
思う。しかし、その場合、単に、スケールメリットだけでなく、個々の地域が
独自性を発揮できるような状況を創出しなければならない。独自性がスケール
メリットのなかで喪失してしまうと、合併の意味もなくなってしまう。
他方では、地域性に埋没してしまうという懸念もある。病院、体育館などの
公共施設等の問題はそのような傾向がある。旧自治体、地域の綱引きになって
いるところがある。奥州市は、競馬の問題、病院の赤字の問題、開発公社の赤
字の問題等、旧水沢市の負の遺産を多く抱えているが、これらについても、綱
引きをしている場合ではなく、奥州市全体で取り組まなければならない。合併
によって潜在能力は大きくなったが、地域課題は山積したままであるというこ
とを自覚しなければならない。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
胆江６市町村の場合、個々には、財政的については、どうしようもないくら
いに困っていたわけではない。広域行政については、多くの分野で対応してき
た。産業についても、農業も工業もそれなりの基盤があった。合併の必要性と
いう点では、むしろ、単独では成り立たなくなるぞという小泉さんの手法にす
っかり乗せられてしまった。もちろん、県の指導もそれなりのものがあった。
29

特に、６市町村での合併ということが、広域連携の延長のようにはうまくはい
かなかった。
■Ｑ５－Ａ
胆江６市町村の場合、個々には、農業、工業、その他においても、特段、窮
していたということではなく、むしろ、基盤はしっかりしていた。ただ、い
ざ、合併となると、小泉政権による合併推進にあおられて、合併への展開も、
紆余曲折があり、どたばた劇になってしまった。結局は、金ケ崎町をのぞい
て、５市町村の合併となった。その点では、合併は奇跡的だった。人口は、確
かに、水沢市が半分を占めていたが、残りの４市町村も、歴史、産業の点で
は、それなりの基盤と実績を持っていた。合併すれば、面積、人口の点でも、
県南の副県都たりうるという自負を持っていた。前沢としても、前沢らしい地
域づくりをしながら、合併市のなかで存在感を示すことができると考えてい
た。
■Ｑ６－Ａ
奥州市の場合、水沢地区自体が元気のない状況なので、合併の効果という点
では、期待されていたものが具現化できているかどうかという点では、十分で
はないという感じがします。周辺部から見ると、短期的には、マイナス面が目
立ちますが、行政という視点からは、効果はたくさんあります。単独ではでき
なかったことがかなりあり、例えば、広域的なまちづくりという点では効果は
現れている。しかし、それらは、残念ながら、住民からすると見えにくい部分
です。
他方、地域の活性化という点では、効果はあまりでていないように思いま
す。人口の社会減という点では、若い人たちが、金ヶ崎町、北上市の工業団地
の周辺に移転するという傾向があります。通勤者も含めるとかなりの数にな
る。地域によっても社会減の傾向は違うが、衣川地区はかなり減っている。
合併のプラス効果という点では、長期的には、合併してよかったというよう
な実感、具体的には、県南の中核都市への道筋が示され、それに向かっている
という実感がほしい。かつては、すべての産業において大きな力を持っていた
が、現状では、北上市と比較にならなくなってしまった。
スケールメリットという点では、旧前沢町の小学校の統廃合の問題は、合併
後に、財源の捻出にあたって、奥州市全体の視点から統廃合ができた。また、
行政については、合理化という点で、大きな効果がでている。
■Ｑ７－Ａ
現状のような形になるのであれば、税収や産業活動も含めて、コンパクトに
まとまっていたということからすると、単独でしばらく頑張ってもよかったの
かもしれないなという気持ちはあります。
■Ｑ８－Ａ
県南の副県都という点では、花巻市から一関市までを包括すると、盛岡圏域
に匹敵するさまざまな要素を備えている。圏域行政という点では、将来的に
は、中心としての存在感を示すことができると思う。しかし、他方では、奥州
市の人口減少には歯止めがかかっていない。合併効果を活かしながら、地域の
独自性を活かしながら、奥州市の魅力を創出して、人口減少に歯止めをかける
かが問われている。確かに、財政的には厳しいが、節約、節約、では、財政が
健全になった時には、活力も失われているということになりかねない。
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Ⅲ 所見
ヒアリングにおいては、合併に関連して多くの情報を得て、質問事項に対する回
答としては骨格となる部分のみを記載したが、全体を通して、一方における、合併
による県南の副県都の構想と、他方における、独自行政を展開してきた個性豊かな
６市町村が合併することに対する展望との間で、小泉政権による過剰な合併推進の
あおりを受け、紆余曲折を繰り返すことになった状況について当事者としての思い
が吐露されたものであった。
合併後、奥州市の収入役であったが、新市建設計画の実施及び進捗管理について
は、具体的には、細部について聞くことはできなかったが、現状についての状況把
握には、奥州市のかかえるさまざまな課題が未解決のままであるという認識を確認
することができた。財政だけでなく、多くの分野において、合併に期待されスケー
ルメリットが発揮されていないことについての思いもまた確認することができたよ
うに思う。
奥州市だけでなく、他の合併市においても、多くの未解決の問題があることは承
知しているが、奥州市の場合、ある種、典型的に、未解決の問題が未解決のままに
依然として引きずっている事態の背後にあるものを、牽引役としての旧水沢市がか
かえていた問題をふくめ、新市建設計画の実施、進捗管理の具体的な検証のなかに
見出すことができるのではないかと思う。
（聞き取り 2020 年２月 26 日）

(3)旧胆沢町
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 菅原信雄
２ 職
位 旧胆沢町議会議長
３ 在職期間 1999 年（平成 11 年）11 月～2006 年（平成 18 年）２月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
県の構想では胆江地区６市町村での合併ということだったが、さまざまな組
み合わせが議論の俎上にのぼり、金ケ崎町をのぞく５市町村の組み合わせにし
ても、二転三転して、文化も歴史も産業基盤も異なる市町村が広大な面積にお
いて果たして一本化できるのかという懸念はあった。
また、旧水沢市は巨額な負債をかかえ、財政的にかなり逼迫していた。前沢
町、胆沢町、衣川村は現状では大丈夫だという認識があった。ただ、将来的
に、単独ではやはり厳しくなるということで合併協議に入った。合併協議がは
じまると、最初から、水沢市の財政の問題、一般会計ではなく、競馬組合、病
院、開発公社の問題が前面にでてきた。そのこともあって、江刺市の取り込み
が浮上してきた。
合併してみて、合併特例債措置が講じられているうちはいいだろうが、その
後はどうするのかということになると、案の定というか、予想通りになった。
初代市長のときは、合併特例債による資金が安定的に配分されていたが、二代
目の市長のときに、競馬、病院、土地開発公社の問題が前面にでてきて、累積
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赤字の額が大きかったが、いつのまにか、うやむやになってしまった。合併の
狙いはそこにあったように思われる。
■Ｑ２－Ａ
合併の効果が現れているか、問題点・課題は何かということについては、財
政を考えると、効果は現れているとは思えない。相変わらず、人件費、義務的
経費が大半を占めている。産業基盤の整備、強化という点では、成果はほとん
ど見えていない。農協や商工会議所をはじめとする経済団体と行政との連携が
とれていない。この分野では、合併によるスケールメリットがほとんどでてい
ない。行政それ自体のサービスの面でも、人件費に対する配慮はあるが、住民
サービスの面で成果はでていない。
■Ｑ３－Ａ
基礎自治体の展望ということでは、合併して行財政基盤を強化するというこ
とであったが、財政調整基金の繰り入れがこんなにも深刻な状態になるとは思
わなかった。競馬組合、病院、開発公社の処理がもっと計画的であれば、こん
なことにはならなかったように思う。水沢出身の市長になったとたんに、水沢
の借金を返せという格好になった。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性については、議会と住民との間にはかなり温度差があった。し
かし、住民からでてきたのは、やはり、水沢の財政を補うだけの合併、借金を
返すだけの合併という極端は発言であった。調印式の直前になっても議会を二
分する状況であった。しかし、財政の将来性に対する危機感はあった。他方
で、合併に対する展望として、農業だけでなく、例えば、観光資源としての焼
石連峰の開発という点でも、広域で一体的に大きな事業が展開できれば、奥州
市の大きな目玉になるということで、合併に対する展望は持っていた。
■Ｑ５－Ａ
競馬組合、病院、開発公社の処理の問題があったことから、時間をかけて議
論する必要があったが、感情論が先だって、最後は、合併してから考えるとい
うことで、駆け込みになってしまった。
議員の定数も、選挙区をつくってということになったのは、結局、江刺の議
員は江刺のことを、胆沢の議員は胆沢のことをということにならざるをえない
ところがあった。
本庁と支所との関係、行政委員会の配置等々、距離感を感じるケースはかな
りある。面積が面積なだけに止むを得ないのかとも思う。
施設の統廃合も進んでいないが、民間施設に対する補助もあり、公共施設等
の管理運営費はかなりの額にのぼる。旧胆沢町時代につくった施設も老朽化し
てきている。
■Ｑ６－Ａ
合併時には、少子高齢化がこんなにも急速に進むとは思っていなかった。課
題は見えていたことから、合併してすぐにそれに取りかかり、住民と一緒にな
って、特性を活かした地域おこしをやるべきだと思っていた。しかし、実際に
は、地域の一体感を醸成するための取り組みを推進するということにおいては
市なり市長のリーダーシップは見えなかった。合併においての大きなテーマ
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は、やはり、基幹産業の基盤整備の計画性だと思う。農協や商工会議所をはじ
めとする経済団体と行政とが十分な連携をとって、スケールメリットを活かし
た計画を策定するということが重要だと思う。しかし、他方で、農協が農家か
ら離れていくという状況もある。
合併の効果という点では、小学校の統廃合も学区編成の問題があってうまく
いっていない。歴史、文化、伝統という点では、神楽、剣舞等についても活躍
していて、存続している。振興会という形で活動を続けている地域もあるが、
若い人の町内会活動への参加はますます減ってきている。地域の文化、行事、
伝統を継続的に維持していくためにはリーダーの育成が必要だと思う。
住民自治の機能強化ということで、地域協議会が設置されたが、権限を十分
に与えずに、年に１回要望をまとめるという機会だけでは意味はない。小学校
の統廃合をどうするのかといったことについて地域住民が考える機会を与えな
ければならない。
■７－Ａ
合併当初から、財政は逼迫するだろうと思っていたので、その点では、想定
内であるが、産業基盤の整備、強化が重要だということも想定内ということで
は、当時のイメージとほぼ同じである。ただ、ひとつひとつの事項を取り上げ
ると、どうなのかなあという思いもある。また、住民感情からすると、競馬組
合、病院、開発公社の問題を処理するためのものであったという印象は拭いき
れないところがある。
■Ｑ８－Ａ
５市町村での合併は、面積の点であまりにも広過ぎて、行政の目が届かない
ところがでてくる。合併によって、財政面では確かに足腰が強くなったと思う
が、それが住民サービスにつながるかというと、そうとはいいがたいところも
でてくる。財政の健全化・効率化、住民サービスの向上は確かに大事だが、さ
まざまな視点から考えるに、何はともあれ、産業基盤の強化が大前提であり、
それにかけるよりほかに地域の存続の可能性はないように思う。
Ⅲ 所見
旧胆沢町議会議長に対するヒアリングであったが、質問事項の細部について回答
が得られなかったところもあるが、胆江地区６市町村の合併が５市町村の合併に行
き着く過程における紆余曲折についてはかなり突っ込んだ発言を得ることができた
ように思う。地域性の問題もあるが、旧水沢市、旧江刺市については、住民の思い
が吐露されたような発言を聞くことができた。特に、旧水沢市の競馬組合、病院、
開発公社の問題に対する旧胆沢住民の思いが最後まで影響を及ぼしたことが、現在
もなお、奥州市の政策展開に対する疑念の根拠になっていることが明らかになった
のは、奥州市の今後の政策展開を考えるとき重要な要素となるであろう。
他の合併市においてもそうであるが、奥州市の場合、競馬組合、病院、開発公社
の問題の処理を考えると、新市建設計画の進捗もさることながら、これらの懸案事
項の処理が建設計画その他にどのような影響を及ぼし、現在の危機的状況を生みだ
しているのかについて検証することの必要性を痛感させるヒアリングであったとい
える。
（聞き取り 2020 年２月 26 日）
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(4)旧衣川村
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 佐々木秀康
２ 職
位 旧衣川村長
３ 在職期間 1987 年（昭和 62 年）４月～2006 年（平成 18 年）２月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併については、衣川と平泉という縁があったために、紆余曲折があった。
歴史的なつながりを考え、合併するのであれば、衣川と平泉が最善の組み合わ
せだと思っていた。
胆江６市町村ということであれば金ケ崎町も入るが、最終的には、５市町村
ということになった。小さな村で、高齢化も進むということを考えるとやはり
合併せざるを得ないということで合併推進のほうに舵を切った。
合併した当時は、住民のなかには、期待外れだという声も聴かれたが、効果
は長期的に見なければ、やがて、財政で困るときがくるという話をした。
合併協議会の副会長の任にあったが、成功しないのではないかという場面が
何度もあった。合併後には、市長の職務執行代理者でもあった。職員に対して
は、５つの市町村を手に例えれば５本の指であり、５本の指はどれも大事な指
だということを話した。また、合併したからといって財政が豊かになったと思
ってはいけないということを力説した。
奥州市という名称の発想も、実は、衣川からの発想です。職員たちが、合併
するときの名称は奥州市がいいというので、提案した。
■Ｑ２－Ａ
５市町村が合併して面積が巨大になった。周辺の住民には、やはり、中心市
である旧水沢市を中心とした行政というふうに見えていた。職員もまた、寄り
合い所帯ですので、衣川の場合には、地元出身者が少ない。他の地域出身者が
多いために、地元のことが分からないということがある。もちろん、合併した
からといって住民同士の交流が増えるわけではない。地縁、血縁では、前沢、
胆沢と近いところはあるが、行政面ではなかなか接点がない。議員の場合、や
はり、選挙での票が気になることから、均衡のとれた行政を目指すといっても
なかなかできない。
■Ｑ３－Ａ
奥州市も合併当初は 13 万人の人口があり、岩手県では２番目の都市だっ
た。しかし、合併後は人口が減っている。現状では、人口が増える要素がな
い。農業、工業、商業のいずれの分野においても、範囲が広くなれば、当然、
自主財源だってある程度豊富になってくるということからすれば、北上市も加
えた形での合併もあるのではないかという話をしたこともあった。道州制の話
も聞かれなくなってしまったが、基礎自治体の規模をどの程度にするのかとい
うのは、規模だけ大きくしても、財源がなければ意味はない。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
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人口が減れば自主財源も減るということで、合併しなければ交付税はどんど
ん減っていくという財政的な危機感がおおきかった。しかし、旧衣川村時代に
多くの事業を展開してきたこともあって、合併して効果があったということは
あまりない。集落排水事業、道路の舗装整備も進捗率はかなり高かった。むし
ろ、合併で救われるのは水沢市だと思っていた。合併協議会においても、水沢
市の病院、競馬場、土地開発公社の問題は議論の的になった。しかし、合併協
議会副会長としては、水沢市の借金を抱え込むことになるという議論をしてい
たのでは、まとまるものもまとまらないということで、一応は、まとめた。具
体的な話まではでずに、先延ばしのようになった。
■Ｑ５－Ａ
財政調整基金の活用については、それぞれが活用するということで、衣川で
は、施設、道路の改善等に充当した。
■Ｑ６－Ａ
財政的には、総じて見れば、衣川のような規模の小さいようなところはよか
ったのかなという思いもするが、奥州市の予算についての情報を目にすると寂
しくなる。病院についても、単に、水沢病院ということではなく、奥州市全体
の地域医療体制の再編という点から考えなければならない。一般会計からの持
ち出しで何とかというのは、財政状況からして余裕はまったくない。
合併前の話をすると、当時は、合併なんて考えていなかったから、江刺市に
しても、胆沢町にしても、ブームのようにして、立派な庁舎を建設した。衣川
では、住民のニーズを考えると、診療所、老人ホームを優先すべきだというこ
とで建設した。廃校になった小学校を地区センターにしている。民泊もやって
いる。このように考えると、公共施設の老朽化の問題は大きな負担になる。
合併時に調整ができなかった事項に、行政委員会の配置の問題があった。当
初は、旧町村に配置した。農業委員会にしても、水沢においたら、奥州市の農
業が見えないということから、前沢においたが、本庁に引き上げてしまった。
地域自治区を置くというのも問題はなかった。住民の窓口としては十分役立
った。しかし、10 年の設置期限がきて、地区振興会に変わったが、職員が張り
付いているかどうかで活動内容に違いがでてくる。衣川では、地区振興会はう
まくいっているほうだと思う。
■Ｑ７－Ａ
合併したらもう少し地域の広がりがでてくるのかと思ったが、思ったほどに
はでてこなかった。地区は地区、地域は地域で固まっている。昭和の合併から
40 年、45 年経っても、前沢や胆沢では一体感が醸成されていない。
合併してよかったかどうかというと、よかったと思っている。合併とは何か
という点では、公共事業等の事業展開については、合併によって効率的な展開
ができるという期待はあった。実際には、事業の展開もさらに大規模にという
期待はあったが、財政が足かせとなってできなかった。むしろ、奥州市も、依
然として、３割自治ということからすると、財政を縮小するための道具だった
のではないかと思われる。
■Ｑ８－Ａ
合併当初はあまり考えなかったが、通学、通勤、病院、買い物、公共交通を
考えると状況は大きく変わった。例えば、衣川の場合、高校生は、水沢にも一
関にも通学している。買い物も、病院も、分散している。公共交通機関も便数
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が減り、買い物についても、移動販売車を利用するようになっているところも
ある。合併の時のイメージからはどんどん離れているような気がする。人口が
減少していくと、何もかもが昭和 30 年代の状況に戻るのではないかと思う。
Ⅲ 所見
ＦＭラジオの番組を持っているということもあり、独特の話芸に引き込まれ、細
部については逃げられたような感じをするところもあったが、旧衣川村村長として
の実績に裏打ちされた見識を聞き取ることはできたように思う。奥州市よりは一関
市、平泉町との関係は深いこともあり、旧水沢市との距離感が感じ取られる。合併
時の懸案事項、難航した事項についての深堀ができなかったことは、聞く側にも問
題があったように思う。
５市町村全体としての新市の構想についての言及はほとんどなかったが、イメー
ジはそれほど明確ではなかったように思われる。この点は、新市建設計画における
政策展開がどのような方針と方向性において展開されたのかを詳細に検証してはじ
めて明らかにできるように思われる。
（聞き取り 2020 年２月 28 日）
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４

一関市
(1)旧一関市
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 菅原啓祐
２ 職
位 旧一関市議会議長
３ 在職期間 2004 年（平成 16 年）１月～2005 年（平成 17 年）９月
2009 年（平成 21 年）10 月～2013 年（平成 25 年）10 月
＊新市の議会議長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併は一関市としてはよかった。人口、予算額からして違っていた。ただ、
残念なのは、やっぱり平泉の離脱だった（合併協議で新市名称をめぐる平泉の
動向が原因で自ら離脱）
。産業、農協、一部事務組合など、いろいろな面で一
緒だったので、合併できるのではないかと思ったが、やはり、平泉なりのプラ
イドが優先されたのかと思う。個人的には、平泉の名を捨てられないのであれ
ば、早めに少しでも漏らしてもらえれば対応ができた。旧一関市の議会、住
民、東西の磐井郡も時間をかけてまとまって協議する雰囲気はあったと思う。
■Ｑ２－Ａ
問題点・課題については、例えば、住民の声が届きにくくなっている、住民
サービスの低下などがある。周辺部の旧市町村の活力喪失はある程度覚悟のう
えでの合併だったと思うが、どこまで対策を講じればよいのか、合併の意義、
効果とのバランスが問われる。議員の当選だって定数にもよるが、地元票だけ
でなく、広域での集票活動を工夫する必要がある。
■Ｑ３－Ａ
今後、広域行政、広域連携は広がったほうがいいと思う。県境越えというの
も考えなければならないかもしれない。観光でも、他の分野でも。大きな企業
が来る、あるだけで、遠方からでも通勤する。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
一関市の人たちは、当時、広域行政・連携はいいことだと思っていた。人口
が増えて行財政基盤が強化されていいということだ。この点では、旧一関市と
いうよりも、周辺のほうが本気になった。市長が両磐に加えて衣川とか宮城県
との研究会をたちあげたが、私ら（議員）はそういう方向には進まなかった。

■Ｑ５－Ａ
合併協議で合意に至らなかった事項としては、やはり、藤沢の問題だった。
■Ｑ６－Ａ
多くの町村の住民にとっては、高齢者向けの日常的なサービスについては、
単体の時よりも良くなった。オンデマンドバスなど、工夫しながらやってい
る。
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われわれの時代と違って、祭り、地域の歴史とか文化とか伝統をもう続けな
くていいと考えている若い人もいるが、意義を考えてほしい。地域での人の交
流の場として。その点については、合併がプラスの効果に働けばいいのだが。
産業振興全般にせよ、農業にせよ、あまり成果があがっていない。農機具だ
けは高くなり、将来がある担い手なら何とかなるが、高齢化が進んでいる。今
までは、１反歩ではそれなりの収益しかあがらなかったが、１反歩でも高収益
が得られるものを作るということを考えなければならない。
■Ｑ７－Ａ
広域になって、行財政は総合的に良くなるということだったが、そのイメー
ジとは大きく違っていない。合併して非常に良かったとはいえないが、合併し
て良かった。議長という立場から、他の旧町村にもよく呼ばれたが、個々の独
自性、一関市全体の共通性、両方大事にしなければならないと述べてきた。年
配の方にとっても、新自治体としての一体感は醸成されていると思うが、実際
に、イベントとして、それを確認できる場がそれほどないように思える、やや
残念だが。
■Ｑ８－Ａ
旧一関市は平場が広がり、胆沢ダム等の整備、遊水池の基盤整備で状況はよ
くなっていることから、農業振興かな、やっぱり独自性のある作物を作らなけ
ればならない。平場でも、今までのような洪水はなくなるから、農業振興を進
めればいい。産業、農業は長い目で考えるべき段階にある。災害対策、土地利
用とかはよくやってきたので。ＩＬＣもひとつの起爆剤にはなると思う。
Ⅲ 所見
30 年先、50 年先を見通した行政観、地域観が印象的であり、県境を越えた広域
行政・広域連携（場合によっては合併）は最たるものであろう。行政が産業政策を
どこまで担えるかという疑問が垣間見られるが、産業や農業の活性化を、地域でビ
ジョンを描きながら実践していくことが強調されていた。
（聞き取り 2020 年３月９日）

(2)旧東山町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 松川誠
２ 職
位 旧東山町長
３ 在職期間 1991 年（平成３年）９月～2005 年（平成 17 年）９月
＊ 佐藤久耕様（旧助役）、藤野正孝様（旧企画課長＝合併担当の課長）
が同席
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
平成の市町村合併は、少子高齢化による人口減少、国・地方の財政の悪化、
地方分権の推進などへの対応のための行財政改革や基礎自治体としての体制強
化など、時代の要請として行わざるを得なかったものと認識していた。
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歴史的にいえば、このエリアは平泉中心であったので、合併協議のなかで新
市名称をめぐり、平泉市と一関市でもめたこと、その後平泉町が離脱したこと
が思い出される。歴史的に考えるかどうか、平泉町内でも首長と住民の対立が
あった。感情的な対立だ、旧一関市長の対応によっては、合併は大きく違った
かもしれない。行政面では両磐広域圏でいろいろやってきた経緯があるから、
個人的には、両磐は一体という意識は一貫してもっていた。面積が大きすぎる
とはあまり思わなかった。
■Ｑ２－Ａ
行政の現場を離れて相当経過しているので、具体的に評価することはできな
い。ただ、やっぱり、広域的なまちづくりができるのは大きい。東山小学校の
大改修ができたのも大きかった。かなりの金額だったので。他方、これだけ多
くの市町村の合併となると、顔の見える住民とのつき合いというのは課題とし
て残っている。合併ではやむをえないかもしれないが、やっぱり窓口事務とい
うのは、住民と直結しているから、その点を考慮したような人的配置を政策的
に実施していかなければならない。
■Ｑ３－Ａ
この新市でしばらくいくのが現実的ではないか。住民にとっては、新市にな
じむのには時間がかかる。行財政改革・効率化は必要だが、災害時に対応でき
ないでは困る。また、地域の特色も大事にする必要もある。
職員にせよ、議員にせよ、ある程度の削減は当然だ。この点では、効率化、
合理化が進められる。同時に、職員、サービスの質を維持、向上させないと、
効率化、合理化しすぎとなる。東山のことは知りませんではどうかと思う。
通学のことを考えると、地域の公共交通は気になっている。バス通学する子
どもたちもいることからすると。高校生や、大人については大船渡線が生き残
っており、東山には駅が４つあるというのも、これは大したものだ。医療機関
もまあ揃っている。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
やはり時代の要請だったと思う。自主財源が少なく、持続性がないとか、地
方交付税の縮減もあって、無言の圧力みたいな感じかな。

■Ｑ５－Ａ
住民の合意形成は重視してきた。管理職全員と町内をくまなく回って説明会
を開催し、住民と意見交換を行った。エキサイトして、住民と衝突するような
ことはなかった。合併の枠組みを決定するのには苦労した。合併協議会では名
称をのぞけば、難航したことはなかったように思う。
合併協議で初めてわかることが少なくない。旧一関市では、少しの市補助だ
けで、集落単位の集会所を自分たちでつくらせていた。ところが、わが町は、
全部自治体で整備をして、利用するだけでなく、住民にしっかり維持管理に努
めてもらっていた。室根が最も大々的にやってきた。
他方、旧一関市が、大きな事業、北上川の整備（治水、利水、環境に関する
河川整備）をしっかり進めてきたかといえばそうでない。財源投入はしている
かもしれないが。われわれは中央（国交省）との関係もしっかりしてきた。災
害などいざという時に、話がしやすかった。
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■Ｑ６－Ａ
合併後の状況について具体的に評価するのは難しい。水道の未普及地域があ
って、井戸を掘って水源にしようとしたらヒ素がでてきて、飲料水として、水
道水として不適だった。どこか別のところを探そうということでいたら、隣の
旧川崎町ということになった。水量があるということで、合併効果で、そこか
ら引いてもらった。
地域自治区については何ともいえないが、合併から２年半の設置以後に大き
く変わった。職員の入れ替わりが激しくなりすぎて、皆型通りの仕事という
か、住民との距離が遠くなってしまった。東山に議会があれば、常に地域の何
がしかの課題みたいなものがでてくることから、町職員も安閑としていられな
い。議員の数も何人というよりも、地域密着の側面がなければならない。行政
区長に権限を与えることも考えられるし、東山では区長会議も上手く機能して
いたが、合併してからはそういうわけにもいかくなるように思われる。
■Ｑ７－Ａ
合併への取り組みと実行には大変なエネルギーと苦労が必要であったが、実
現できて良かったと思っている。合併は時代の要請である。成果が上がったの
か下がったとかという点では評価は難しい。
■Ｑ８－Ａ
合併の説明会で、合併すれば中心部がさびれるといわれたが、合併して、支
所に来る住民等が少なくなったという点ではそのとおりになった。
Ⅲ 所見
平泉町が離脱する結果となったものの、合併にも抵抗感はなく、率先して合併に
導く役割が垣間見られたが、周辺部となる旧市町村にとっては、やはり行政、議員
と住民の距離が近くなるようなシステムが必要であることが読み取れる。職員の意
識改革も求められよう。いわば大きいサイズを安定させ、小さなサイズも重視する
には、テクニカルな側面を含めて、安定させるには時間を要するのであろう。他
方、新市にせよ、東山にせよ、産業面、生活面の維持、振興に関する実状はお聞き
できたものの、展望、課題に言及されることはなかった。
（聞き取り 2020 年３月 19 日）

(3)旧花泉町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 佐藤豊
２ 職
位 旧花泉町議会議長
３ 在職期間 2000 年（平成 12 年）１月～2005 年（平成 17 年）９月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
率直に申し上げて、合併を振り返る、合併うんぬんではなく、人口減少、地
域の存廃にかかわる状況になっている。今度の４月（令和２年４月）は、旧花
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泉町内で、小学校１年生が 80 何人だ。私の自宅兼旅館は花泉の駅前にある
が、ここを含む商店街でも高齢化が進んでいる。後継者もいなくなったし、午
後５時には真っ暗のエリアもある。あと 10 年もすれば、いわゆる限界集落の
ようになる。
■Ｑ２－Ａ
合併すれば避けられないかもしれないが、支所の職員が減って、なおかつ地
元を知らない者があまりに多い。災害時、トラブル時、例えば、現業になる
が、水道管が破裂した時に場所がわからないと本当に困る。冬の遠距離通勤だ
って、生産性が低下する要因にならないか。職員を減らして行財政の効率化を
図るのはよいが、その辺を考える必要がある。合併による主な効果として、
「専門職員の配置など住民サービス提供体制の充実強化」はクエスチョンだ
な。
「広域的なまちづくり」といっても、旧市町村ではなく、旧一関市とその
中心部からみたものにならないか心配はしていた。私は議会出身だから、原則
議員定数を改めるというのは反対だ。むしろ増やしてもいいと思った。逆に、
少なくなりすぎてマイナス面が非常に大きい。行政区長の存在意義も低下し
て、地域の声をどうやって届けるのか。
■Ｑ３－Ａ
基礎自治体の将来というよりも、新一関市でさえ、７市町村、８市町村で良
かったのかと、もっと小規模な形があり得たのではないか。首長主導で合併協
議が進んだという印象があって。合併時期には、合併のいわゆる「アメ」と
「ムチ」を背景に、乗り遅れないようにということがあった。ただ、花泉は、
いま考えても、単独でやれたかもしれないと思っている。当時は合併する以前
に、上下水道を別にしても、いい線いっていた。教育施設も結構そろってい
た。あと箱物が少し足りなかった。それで駆け込みで、なんだかんだと建て
た。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
当時の政府の政策からか、雰囲気としては、合併に動かないといけないよう
だった。町長の合併への思いがあり、やむを得ないだろうという空気があった
のは間違いない。県からの指導、プレッシャーは感じなかった。

■Ｑ５－Ａ
振り返ると、合併協議に平泉が入って、新市名称がらみで離脱していったこ
とは大きなインパクトになったと言わざるを得ない（委員投票で「平泉市」が
１票上回ったが、その背景を巡り首長間等で不調和が生じた）。花泉は、地理
的にも平泉に近く、平泉との関係を重視していたので、他の町村よりも大きな
影響を受けた。
合併特例債等を活用した基盤整備は、大体は中心地に行った印象がある。確
かに、花泉はハード面でかなり整備されていたので、あれこれ要望しなかった
ことが影響しているかもしれない。複雑な思いはある。
■Ｑ６－Ａ
まちづくりは、花泉でみれば歴代町長による福祉の里づくりがある。支所
（旧役場）を少し行った周辺に福祉施設を持ってきた。学校も中学校が統合で
きた。あとは今度、花泉中学校が、あの近辺にできる。そのような面では、そ
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この周辺に集約したのはよかった。昭和の合併時に施設整備が分散型だったの
で、ようやく方向転換できた。
やはりどうしても本庁で、全てを決裁するような感じだ。だから、もう少し
支所にも権限を与えてもいいと思う、話をすると全部、こちらで同じことを話
して、またあちらで話しに行く、そのようなことがあるようだ。
行財政の効率化ということでいろいろ行政サービスが見直されているが、
「公」の役割は何なのかと思わざるを得ないケースがある。経済効率ばかりで
コストを減らして、限界がくれば、地域に任せますということにならないか。
■Ｑ７－Ａ
合併そのものは良かったとはあまり思えない。評価としては、どちらとも言
えないかな。当時は、東磐井郡も入ってもっと広くなったら、もっと周辺部に
なってしまい、地域の衰退が、地域の声が届かないとか、イメージしなかっ
た。ただ、もう少し支所権限があってもいい。まあ、イメージとは少し違うか
な。合併とは、政府の押し付けと思わざるを得ない。
■Ｑ８－Ａ
まず、周辺部の衰退への対策だ。花泉、商店街そのものの存続が問われてい
る。地域の特性への対応だ。行財政の役割はこれに向き合うことだ。住民の自
主性も大事だ。ただ、産業、例えば、観光であれば、時期を集中させて大々的
に実施するのでよい。住民の一体感の醸成も時間がかかるのではないか。
花泉で産業振興をみれば、第一次産業ということだが、非常に厳しい状況か
ら視点を大きく変えないといけないのではないか。花泉は最南端のまちだ。気
候も温暖だ。むしろ居住環境としては、盛岡よりは、仙台に近い。仙台の通勤
圏に位置付けられ、実際、通勤者がいる。企業誘致といっても、北上・花巻地
域になり、従来型から脱却しないと。
Ⅲ 所見
ハード中心のフルセット主義が強調されていた。この限りでは、それが（ある程
度）実現していれば、単独でも良かったのではないかということである。この場合
のポイントは、旧町の中心エリアに施設を集めてコンパクトにする。他方、合併し
たのであるから、その範囲で、地域の自治を充実させていくことになるが、花泉と
いう旧町、さらにそれよりも小さな単位の自治をより重視されている。したがっ
て、どうしても合併のマイナス効果がより強調されることになる。
産業振興も非常に重視されている。合併して広大な自治体になったのだから、民
間と公共が連携して、これまでにないことができるという問題意識で、いくつかの
提言が行われた。旧花泉町は東北自動車道、国道４号に近く、旧一関市に隣接して
いながら、合併後も産業振興が可視化できないことから、複雑な思いがみられた。
旧一関市の産業の弱さが影響しているのかもしれない。
（聞き取り 2020 年３月 10 日）
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(4)旧大東町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 佐山昭助
２ 職
位 旧大東町議会議長
３ 在職期間 2004 年（平成 16 年）２月～2005 年（平成 17 年）９月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
大東町を含む東磐井郡（東山町、室根村など）はまとまっていたが、大東町
内は一枚岩ではなかった。議会での合併を決める議決では賛成、反対が同数
で、議長採決、私の賛成で決着した。昭和の大合併時もいろいろあり、政争の
まちとはいわれてきたが。単独を続けることは厳しいと思っていた。
■Ｑ２－Ａ
私の合併の持論としては、合併では中心となる自治体がしっかりすることが
最も大事であった。となれば、合併の相手先は、旧一関市となる。当初は、合
併時もそうだが、そのリーダーシップに批判があったが、旧一関市を中心とし
たまちづくりは少しずつ良くなってきていると思っている。
大きな祭りなんかでは、典型的にみられるが、旧一関は旧一関の住民で、大
東は大東の住民で実施するとなる。新市全体の行事としてとらえ、さまざまな
住民が参加できるようにした方がよいのではないかと思う。貸切バスでも出せ
ば、各地から見学に来るのだが、そこまでできていない。
現在、市民センター（例；旧大東町内 6 カ所、旧東山町内 3 カ所）が指定管
理を受けているが、大東が一番遅れた。出張所も指定管理を受けていないとこ
ろもある。なぜかというと、やはり、地域根性だ。他方で、支所があり、出張
所がなくなるとか、地域の自治を実態に合わせて充実して欲しい。
■Ｑ３－Ａ
基礎自治体の将来まで考える状況に至っていないのではないか。そもそも市
職員間の給料はどうなったのか、合併後 10 年たっても給料の差があるような
話を職員はしているようだったが、なぜ高い方に合わせられなかったのか。
行財政基盤といっても、支える経済社会をどう考えるか。各町村（旧町村）
に万遍なくといっても、私は無理だと思う。だから、特色のある地域性を磨け
ばいいのではないか。大東の場合はシイタケだ。
でも、合併したのだから、市全体の経済の維持、特に旧一関のことも考えな
くてはならない。お祭りの場合には、小さな単位でも、若い人たちが頑張って
くれるが、産業となると、地域外に通勤していて、地域から離れている。確実
に、少子化が進み、小中学校の統廃合もある。難しい。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
単独を続けることは厳しいと思っていた。

■Ｑ５－Ａ
大東全体としては、可否同数ということで、地域によって、大原は大原、沖
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田は沖田ということだったので、大変だった。例えば、町議会において両磐合
併の可否を問う住民投票条例案が審議され否決された。賛成７、反対７で、議
長採決となった。何度かこんなことがあった。最初は、首長たちが会議をや
り、議長は入らなかった。合併が大丈夫だとなってから、首長、議長会議は集
まりをもった。そのとき、小原町長も、とにかく合併しなければならない、議
会はまとめるから、ということでやった。
■Ｑ６－Ａ
私は、新市でも議員をやったが、議員数は 24 人、25 人でいいのではないか
と、あまり多いと逆に地域根性がでてくる（令和 2 年 3 月末時点議員定数 30
人）
。実際、私は、体育協会の会長をやっていたから、各地域がわかるし、選
挙カーで各地域を回ったが、普通は回らない。大東なら大東だけしか歩かな
い。旧町、旧市でも得票しなければならないとなると、その地域のことも考え
なければならない。今では、議会の一般質問になれば、市全体のことを知らな
ければならない。
公共施設の再配置については、スポーツ面でいえば、各地域では小さな施設
として、県の大会などの大きな行事をやるときは、ユードームに行けばいい。
大原の、古い支所の裏にある旧体育館は、床をはいで、土にして使っている。
鉄骨で耐震がどうのと言っても、体育館だから大丈夫ではないか、地元の人た
ちの考え方を聞いて、どう説得するかだ。
■Ｑ７－Ａ
地区根性のようなものはなくなってきたのではないか。というのは、私がつ
くづく思うのは、ゲートボールは下火になってきたといわれているが、一関で
グラウンドゴルフの大会をやると、400 人ぐらい来る。ゲートボールが 200 人
以下で、そっちが少なくなった。いずれにせよ、よその地区の人たちと交わっ
て話をしている。これはいい傾向だと思っている。合併協議会の時に、旧大東
の住民にはそのようなイメージはなかったのではないか。広域的なまちづくり
ができるというイメージはなかった。私は合併してよかったと思っている。地
域単位でみれば、分かれるであろうが。
■Ｑ８－Ａ
産業面での振興といえば、大東では、やはりシイタケだ。合併時の町長の小
原さん（2019 年逝去）は日本椎茸農業協同組合連合会副会長で、町長時代にシ
イタケを振興し、日本一を取ろうと頑張ったときもあった。震災前に結構な規
模でやっていて、原発事故の風評被害を受けたが、若手にやってもらいたい。
少子高齢化しているが、勝部さん（一関市長）が少子化にどう対応していく
かだ。人口減はやむを得ないと思うが、一関市はあまりにも急激に減少してい
る。若い人たちが一関市に住んでよかったという方法を考えなければならない
が、それが何かということだ。
行政が、地域のことまでいろいろ考えると「へそ」がなくなるから、「へ
そ」をきちんと確立する。大町、地主町、駅からのあの通りだけでも、中央町
や、あちらの方面をきちんとやってほしい。大東などあとでいい。
Ⅲ 所見
他の議長にもみられたが、行政、まちづくりを広域的な観点でしっかりみている
（広さに違いはあるが）
。広域的に一関をとらえたうえで、旧一関市のまちなか
を、まずきちんと整備して中心地として充実させていくという。地域単位のことも
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大事だが、あまりにこだわるのはどうかと。とくに旧大東をよく知るからこそ言い
たいのであろう。佐山氏いわく、その代わりに、市中心と地域を結ぶ地域公共交通
を、住民による代行を含めてしっかりするとか工夫すればよい。新市議員・体育協
会会長の経験から、やり方次第で住民の一体感の醸成は進むということである。彼
の話の節々では何でも行政ではなく、民間、住民が地域の「器」を残すことにこだ
わるのではなく、もっと動いて、知恵を出して、地域の独自性を磨くというメッセ
ージがあるように思われる。
（聞き取り 2020 年３月 19 日）

(5)旧川崎村
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名
２ 職
位
３ 在職期間

千葉荘
旧川崎村長
1992 年（平成４年）11 月～2005 年（平成 17 年）９月

Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
川崎村は洪水日本一と言われてきたから、村長就任時から、洪水対策（災害
対策）に最も重点をおいてきた。村単独で実施できるような事業でないから、
国頼みで、パイプづくりだ。村の行財政は非常に厳しいというわけではなく、
生活、産業などに投資はしてきた。理解されないかもしれないが。合併時に
は、災害対策向けにとっておいた資金を持ち寄れた。
■Ｑ２－Ａ
回答なし。
■Ｑ３－Ａ
回答なし。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
長い目でみると、財政面では、どんどん厳しくなるかなと思っていた。政府
の政策があったし、このタイミングかなと。やっぱり広域的なまちづくり、道
路整備、災害対策のような大型事業が実施できることは大きい。

■Ｑ５－Ａ
合併の枠組みについて、新市名称をめぐる平泉町との関係、首長間の調整
（駆引き）
、財政などを巡る藤沢町との関係、このあたりは苦労したね。細か
なことはともかく、早い段階から川崎村、東山町、一関市、花泉町は熱心に、
合併に動いたのではないか。個人的にも、村長の職をなげうっても今回やれる
ときにやっておかなきゃだめだと思っていましたし、そうした覚悟で住民を口
説いていましたから、住民も理解してくれたのではないか。
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■Ｑ６－Ａ
地理的には真ん中にあるわけだから、プラス効果にせよ、マイナス効果にせ
よ、さほど強く意識しなかった。それほど心配しなくてよいのではないか。図
書館をもって、それも評判がいい。公共施設はかえって統廃合の対象になりや
すいと思われるかもしれないが、実際にはそれほどでもない。ただ、プラス、
マイナスがでている。すべてがプラスなんていう合併はない。
■Ｑ７－Ａ
合併して良かった。
■Ｑ８－Ａ
回答なし。
Ⅲ 所見
首長の政治家として磨き上げられた能力、個性なのか、政府の政策もあってか、
地理的な好条件も活かしてなのか、このタイミングしかないという強い意志のも
と、たいへんなエネルギーを注いででも、苦労をしてでも、将来の旧村の立ち位置
も見据えながら、合併の条件闘争に邁進されたのではないかと思われる。
（聞き取り 2020 年３月 9 日）

(6)旧室根村
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 千葉繁美
２ 職
位 旧室根村助役
３ 在職期間 2001 年（平成 13 年）10 月～2005 年（平成 17 年）９月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
振り返ると、やっぱり締めつけ、圧力がかなり強かった。合併しかないなと
なった。当時、小さな自治体の割には、公共施設は道路整備も含めて新しいも
のがかなりそろっていた。合併協議の当初はいろいろあったが、私は、８市町
村で合併して、まあまあじゃなかったかと思います。決して悪いとは思ってい
ません。不満はいっぱいあるけれども、全くないという合併がありますかね。
■Ｑ２－Ａ
合併の効果ということであれば、いっぱいありますけれども、まず広域化に
よるまちづくりです。私の市内でのさまざまな活動から見ると、同じ市になっ
て親近感が持てるようになった。住民の一体感の醸成も大きな効果ではないか
と思う。祭りですが、大東の水かけ祭り、室根大祭にしても、観光客、観衆が
多くなり、直接・間接の支援も見られる。祭りを通して、人の交流、情報交換
が生まれ、それをきっかけに活動の幅が広がると波及効果も生まれてくる。
■Ｑ３－Ａ
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少子化は確かに気になります。旧室根も数年後に小中学校それぞれ 1 つずつと
なる。でも高校はあまり心配ない。気仙沼市、旧千厩町、旧大東町、旧一関市の
いずれも電車、バスでアクセスできる。病院、買い物などでは気仙沼が近く、そ
ちらに行く。中心市街地まで 14、5 キロなので。この点は合併とは関係ないが。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
旧室根は財政的な危機感は持っていなかったが、将来的な不安材料はあっ
た。そのうち、これが必要、あれが必要になるので。

■Ｑ５－Ａ
重視したのは住民合意です。これにはかなり神経を使った。室根は端だか
ら、細々と説明して、意見を聞かないと駄目だと思っていた。住民の意向は、
最初から、合併やむなしが多かった。議会もそうだった。財政的に、将来、自
立できない、もたない。財政規模が縮減していく不安は共有されていた。合併
の枠組みをめぐる駆け引きは、今の一関市、東磐井、西磐井、さらに藤沢町が
抱える問題など激しかった。首長同士の話し合いも多かった。でも、村内で
は、千厩が中心となって合併するという構想は最初からなかった。両磐で面積
が非常に大きいとは思わなかった。広域行政の経験もあったので。極端に住民
サービスが低下するということも予想されなかったし、考えられなかった。新
市の名称問題も、村内ではごたごたせず、議員の自主投票に委ねていた。合併
時に各市町村が持ち寄る財政調整基金については何十回と議論され、首長会議
で最終決定された。
■Ｑ６－Ａ
行政から離れてだいぶ経つので詳細は無理だが、全体的なプラス効果とし
て、職員の意識の変化、専門性の向上はあげておきたい。室根は端だったの
で、いろいろとマイナス面があると思われるかもしれないが、行政と住民の距
離感の拡大はない。支所はこれまで５課で残ってきたけど、今度の４月（令和
２年４月）から産業経済課と建設課が一緒になり、４課になる。支所の組織・
職員はこれ以上減らして欲しくない。旧市町村の窓口として、縦割りではな
く、横割りで上手く機能している。
公共施設の統廃合に関わるが、類似施設が近隣で存在するのも少しずつ解消
していく以外にない。地域に密着する施設も多いが、古くなって市が全て建て
替えますということはないので、住民自らがしっかり話し合って、残すなら、
自己負担をきちっとし、補助金で補完することになるのではないか。
■Ｑ７－Ａ
合併については満足まではいっていないけれども、これでやむを得ないのか
なという感じがする。広域的なまちづくりとか、住民の一体感の醸成とか、職
員にせよ、同じ市としてじきになじんでくるとイメージしていたけれど、それ
に近い。
■Ｑ８－Ａ
市民センター（公民館に地域づくりの拠点としての機能を加え、生涯学習に
係る学びと地域づくりを一体化）だって格差がでてくる。職員が交流するわけ
ではないから（旧室根には 1 カ所）
。市民センターの機能を強化して、窓口的
な役割を果たすようにしてもらえばいいと思う。職員と常に会っているから、
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一生懸命やっていることは分かるが、少し強化して、支所機能も分担するとか
連携してやるとかすべきではないかと思う。
室根からみると、第１次産業では、森林の維持はある程度しなければならな
い。木材は安いし、維持管理コストがかかるけれども。自然環境の面もある
し、公益的機能もあるし、観光の面からだって可能性はある。他には、酪農、
花卉もいいけど、ブロイラーか、室根といえば、(株)オヤマのいわいどり。一
大産業となっていて有望です。
Ⅲ 所見
室根は地理的に端になるわけだが、当初から両磐を合併の枠組みとして想定し、
メリットの方が明確に多いとイメージし、実際にも、それに近い状況と認識されて
いる。木材産業はすっかり衰退しているが、合併までに社会インフラは整備され、
通勤・通学、生活面ではさほど不便にない状況は、大きな財産となっている。しか
し、地域密着の公共施設を含め、各種のインフラが老朽化するなかで、地域住民が
どのようにアクションを起こすかが地域社会経済の行方を左右する。
（聞き取り 2020 年３月 18 日）
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Ⅳ

総括
１

聴取内容についての所見

(1)合併を振り返って、合併についての評価（Ｑ１・Ｑ２・Ｑ３・Ｑ７）
八幡平市、花巻市、奥州市、一関市の４つの自治体ではあるが、合併当時の首
長、議会議長 16 人について、合併協議会の実態、合併の必要性、合併の効果等
について聞き取りを行うことができた。
合併それ自体についての評価としては、人数が少ないので何とも言えないとこ
ろがあるが、合併後の新市の状況を念頭においての評価であることからすると、
率直な意見の表明であると思われる。
「<Ｑ７>合併の評価」において確認したところによれば、
「非常に良かった」が
１人、「少し良かった」が 10 人、「非常に悪かった」が２人、「どちらとも言えな
い」が３人であった。
「非常に悪かった」が２人、
「どちらとも言えない」が３人というのは、周辺部
に位置する旧町村の場合、過疎化の進展、中心市街地の再編にともなってますま
す周辺化するという状況が生まれていることに対する反応のように思われる。
しかし、合併後、一定程度の時間が経過して、さまざまなものが日常化してい
くなかで、合併の効果についての意識が薄れるとともに、他方では、
『自治体戦略
2040 構想研究会 報告書』にみられるように、合併の効果以上に、地方自治体を
取り巻く環境が悪化しているという状況がある。
合併市においても、新市建設計画を着実に実施しているのでは状況に対応でき
ないというところがある。むしろ、着実に実施することによってかえって事態が
悪化するという状況認識もまた確認することができた。住民からみれば、計画通
りの実施が筋ではないかとなりうるし、また、新たなニーズにも対応して欲しい
となるので、新首長は難しい判断を迫られる。
聞き取り調査の対象者がすべて当事者であるという点からすると、現状を見て、
合併は失敗であったということはできないが、すでに前線から身を引いていると
はいえ、言葉の端々に、合併後に対するイメージとの落差のようなものを意識し
ながらの発言でもあった。
(2)合併の必要性について（Ｑ４）
「<Ｑ４>合併の必要性について」では、主として、「財政的な危機感」に対す
る思いが多く表明された。周辺部の町村では、少子高齢化に対する危機意識が
表明された。また、行政需要の高度化・専門化への対応もあり、従来からの広
域行政の延長として合併を考えていたように思われる。
国・県からの指導について直接的に圧力を感じるということではなかった
が、全国的に展開される合併キャンペーンにうながされたという側面は感じて
いたようである。その意味での駆け込みという側面はあったようである。
他方で、必要性は認識していても、新市建設計画にあらわれているように、
何らかの強い必要性があっての合併ではなかったために、先送りされた事項も
あることから、合併キャンペーンにうながされたように思われる。
(3)合併にいたるまでの状況について（Ｑ５）
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聞き取り調査において最も聞きたかったのが、「<Ｑ５>合併にいたるまでの状
況について」であるが、当事者の立場からすると、最も聞かれてもらいたくな
い事項であるため、得ることのできた情報も限定されたものとなった。
対象者には、首長、議長、助役がふくまれているが、最終的には、首長間で
の交渉であったために、情報に温度差があった。もちろん、いずれにしても、
聞き取り調査に対して事実を事実として言える部分はかぎられているため、残
念ながら、極秘情報を引きだすことはできなかった。
しかし、言葉の端々に、駆け引きの状況を垣間見ることはできたように思
う。特に、興味深かったのは、合併の組み合わせをめぐる駆け引きである。平
泉町をめぐる駆け引きには政治家としての本領を見ることができた。
本庁舎の位置、文化会館、病院等の主要施設の設置場所をめぐる交渉につい
ては、八幡平市において確認することができた。行政委員会の配置場所、総合
支所の配置をめぐる交渉も、その後の中央への移転を考えると、興味深い。
議員定数、選挙区については、奥州市の場合、選挙区の解消まで時間を要し
たことが、奥州市議会としての一体感の醸成に影響を及ぼしている。自治区、
選挙区を置くことになったやりとりについては明らかにならなかった。
(4)合併後の状況について－地域社会の変化と住民生活への影響（Ｑ６）
合併のプラス効果、マイナス効果については、項目数が多いため、包括的な
質問にとどまっただけでなく、合併後の実態についての回答者の情報不足のた
め、回答もまた大雑把なものにとどまった。
岩手県の調査報告書「合併市町の現状に関する調査結果」（2016 年）は、効
果についての行政および住民の回答を明らかにしているが、聞き取り対象者に
おいても同様の回答が多く聞かれた。
しかし、新市庁舎の設置場所、病院の設置場所、学校施設の統廃合をめぐっ
ては、住民の間での不公平感、距離感のようなものを確認することができた。
特に、合併後に、中心部から新市長が誕生した場合には、新市建設計画から逸
脱するような状況も生まれていて、不満を吐露する回答者もいた。
県の報告書でも同様の指摘があるが、新市建設計画については、改めて、実
施過程についての詳細な検討が必要であるように思う。他の協定項目の履行状
況についても、要因は何かについて同様の検討が必要である。
聞き取り調査の結果から全般的に言えることは、当事者としては、確かに、
プラスの効果を期待したところはあるが、新市建設計画において懸案事項とし
て先送りした事項については、当初から、決定の難しさを想定していたような
印象を受けた。
対象者のほとんどが、合併後には現場を離れたことからすれば、後継者たち
の問題であるかもしれないが、合併後に、紆余曲折があったとすれば、要因は
何だったのかということを明らかにしなければならない。
住民の意識は、時間の経過からして、一体感の醸成も希薄なことからして、
またそうした取り組みも十分ではないことからして、「合併してよかった」とい
うよりは、「わからない」ということのほうが本音なのではないか。
(5)今後の課題と展望について（Ｑ８）
今後の課題と展望については、『自治体戦略 2040 構想研究会
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報告書』が指

摘するような状況を考えるとき、項目としてあげた事項のすべてにおいて、プ
ラス効果とマイナス効果をふまえて課題を探り、展望を示すことができるかと
いうと、すべてが課題として突きつけられていると考えざるをえない。
聞き取り調査における意見からも、合併時における危機意識以上に、将来に
対する展望について危機感を持っていた。特に、周辺部に位置する町村におい
ては、過疎化が急速に進んでいる。中心市街地の再編によって解決できる問題
でもなくなっている。
合併の効果によって将来を展望することは不可能なのではないか。むしろ、
問題は増幅されて戻ってきているように思われる。『自治体戦略 2040 構想研究
会 報告書』が圏域行政を提言するのはまさにこの点においてであろう。つま
り、合併市町では事態に対応できないということである。
２

調査研究の成果

平成の合併については、合併時に調査研究が行われ、合併の効果と課題が明ら
かにされてきた。しかし、これらの調査研究はいずれも行政による行政に対する
調査であり、住民に対するアンケート調査は行われているが、内容は限定的かつ
表面的なものにとどまっている。
それに対して、本調査研究においては、合併にかかわった首長、議会議長に対
する聞き取り調査によって、行政による調査では明らかにならなかった情報を収
集することを目的としている。すなわち、合併に関する生の声を収集することに
よって、合併の核心的な部分を明らかにしようとするものである。
合併市町の数、合併に関わった首長、議会議長の数からすると、今回の調査研
究は緒に就いたばかりの印象を拭えないものであるが、成果として、以下の点を
指摘する。
第一に、合併にかかわった首長、議会議長たちの危機意識、将来展望、不満と
いったものを明らかにすることによって、岩手県の調査報告書「合併市町の現状
に関する調査結果」の背後にある問題意識を再確認することができた。
第二に、合併にかかわった首長、議会議長たちの問題意識を視点とすることが
可能となったことから、調査研究の効果として、合併市の新市建設計画、その後
に策定された総合計画等を突き合わせることによって、合併のプラス効果、マイ
ナス効果を再確認することができることになった。
第三に、岩手県の調査報告書「合併市町の現状に関する調査結果」における住
民アンケートの結果を裏打ちする問題意識を確認することができたことから、住
民主体の自治のあり方だけでなく、広域行政のあり方についても、合併の理念的
な部分に立ち返って展望を切り開く糸口を見つけることができた。
第四に、新市建設計画における取り決めの履行、合併特例債充当事業等につい
て検討することによって、合併にかかわった首長、議会議長の思いを念頭におい
て、先送りされた事項だけでなく、合併特例債充当事業のその後の経緯について
検証することが可能になった。
第五に、合併にかかわった首長、議会議長たちがこだわったものに財政調整基
金があるが、使途については基本的には旧市町村を優先するという申し合わせで
あったが、合併前に駆け込みで費消したところもあることから、財政調整基金の
使途を検証する必要があることが明らかになった。
51

第六に、聞き取り調査の結果は要点記載にとどまっているが、平成の合併を考
えるうえでの貴重な資料を作成することができた。平成の合併に関する新聞等の
資料はすでに作成してあるので、合併にかかわった首長、議会議長たちの思いと
記事とを対照することによって実態をより明確にすることが可能となった。
３

調査研究の課題と展望

本調査研究は、合併時の首長、議会議長等に対する聞き取り調査によって合併
の実態を明らかにしたという点では、全国的にもほとんど例のない調査研究であ
る。また、首長、議会議長等の問題意識、危機意識のなかから、合併を評価する
ための視点を明らかにすることができたという点で、学術的にも高い意義を有し
ている。
調査研究の対象は、当初は、県内 12 市町であったが、結果的には、諸般の事
情により、聞き取り調査ができたのは４市にとどまった。残りの８市町について
も調査すべきところであるが、亡くなられた方、現職の方もいることから、この
度の調査研究によって得られた知見の活用において残りの市町については別の視
点から調査研究を進めることとする。
今後の調査研究の課題と展望としては、第一に、この度の調査研究によって得
られた知見を合併評価のための視点として洗練させることである。これによっ
て、新市建設計画の進捗をふくめ、実施事業を分析するための視点を明確にする
ことができる。
第二に、岩手県の調査報告書「合併市町の現状に関する調査結果」における行
政および住民を対象としたアンケート調査を分析するための批判的視点を明らか
にすることができる。このことによって、プラス効果、マイナス効果として評価
されたものについてその要因を明らかにすることができる。
第三に、合併市町の将来展望において、住民主体の自治、広域行政にとどまら
ず、圏域行政のあり方についても具体的な方向性を探ることができる。特に、圏
域行政の場合には、圏域がさらに広域化することから、合併の轍を踏むことのな
いような行政のあり方を提案することができる。
第四に、地域づくりなどにおける行政と住民との協働の重要性が叫ばれたが、
地域づくりにおける協働は後退している。この点については、合併によって地域
に対するアイデンティが希薄化していることを念頭において、改めて、地域社会
の持続可能な発展について住民とも考える機会を提案することができる。
本調査研究における成果を前提とした取り組みについては他にもさまざまに提
案できるが、いずれにせよ、『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』の提言にこ
たえるためには、合併のプラス効果、マイナス効果を念頭におきながら、平成の
合併を前提として地域社会の持続可能な発展の可能性を探らなければならない。
本調査研究の課題と展望はそこにある。
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あとがき
既述のとおり、岩手県は 2010 年（平成 22 年）の「合併市町の現状に関する調
査の取りまとめ」と 2016 年（平成 28 年）の「合併市町の現状に関する調査結
果」によって合併の実態について明らかにしている。また、市町村レベルでも、
この点を整理した文書が公表されている。しかし、以上をもって、岩手県におけ
る「平成の大合併」の検証が行われたとはとうてい言えない。
本調査研究の目的は、岩手県が実施した行政や住民のアンケート調査によって
は明らかにすることができなかった合併時の首長、議会議長たちの問題意識、危
機意識をオーラル・ヒストリーの手法を用いて明らかにすることにあった。
合併当時、首長、議会議長として最前線で合併に取り組んだ関係者のなかに
は、現役で活躍されている方もおられるが、すでに亡くなられた方もおり、当時
の状況について生の声を聞き取ることが難しくなっていた。
また、地域社会に対する意識がますます希薄になっている現状においては、本
調査研究に賛同し、聞き取り調査に協力していただいた方々の合併に対する思い
を再確認することによって、持続可能な地域社会を構築するための手掛かりを探
ることができたように思われる。
『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』の提言は理解できるが、要は、人口減
少社会のなかで地域社会がいかにして持続可能な発展をできるかということであ
る。合併市町にかぎらず、周辺部ではますます過疎化が進み、持続可能性を失っ
ていくことは目に見えている。
地域社会に求められているのは、過疎化を安閑として傍観しているのではな
く、合併にさかのぼって、持続可能な発展に必要なものは何かを考えることであ
る。合併によって何が得られ、何が失われたのか、行政と住民の協働のあり方も
そこに見いだされなければならない。地域社会が持続可能な発展の可能性を探る
うえで、本調査研究がその出発点になれば幸いである。
最後に、聞き取り調査にご協力頂きました以下の皆様には心より感謝申し上げ
ます。旧西根町助役・武田常徳様、旧安代町長・米川次郎様、旧松尾村長・佐々
木正四郎様、旧花巻市助役・山口紀士様、旧石鳥谷町長・高橋公男様、旧大迫町
長・佐藤共成様、旧江刺市長・相原正明様、旧前沢町長・伊藤正次様、旧胆沢町
議会議長・菅原信雄様、旧衣川村長・佐々木秀康様、旧一関市議会議長・菅原啓
祐様、旧花泉町議会議長・佐藤豊様、旧大東町議会議長・佐山昭助様、旧東山町
長・松川誠様、旧川崎村長・千葉荘様、旧室根村長助役・千葉繁美様。

岩手県立大学地域政策研究センター「2019 年度地域協働研究費」
研究代表者 岩手県立大学総合政策学部・教授 高橋秀行
研究員 岩手県立大学総合政策学部・准教授 桒田但馬
研究員 岩手県立大学研究地域連携本部・特任教授 齋藤俊明
研究員 岩手県立大学・名誉教授 田島平伸
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はじめに
2018 年（平成 30 年）、「人口減少下において満足度の高い人生と人間を尊重する社
会をどう構築するか」という副題をかかげた、『自治体戦略 2040 構想研究会 報告
書』が公表された。『報告書』は、人口減少社会における諸課題について、2040 年頃
を見据えた自治体戦略の方途を明らかにしている。
『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』は、読み方によっては、「平成の合併は
一体何だったのか」という疑念をいだかせるものである。つまり、人口減少社会の
到来が予測されていたにもかかわらず、合併によって事態の改善をはかることはで
きなかったということである。このことは、合併特例債の発行期限の延長にもあら
われている。
第 32 次地方制度調査会（2018 年～2020 年）は、合併推進運動について、「多くの
団体において、専門職員の配置、組織の充実、行財政の効率化等、市町村合併の成
果が既にあらわれつつある。一方で、周辺部の旧市町村の活力が失われているなど
の課題も指摘されており、こうした課題の解決に向け、合併団体においては、支所
等の設置、地域自治区の活用等の取組が行われている」と指摘している。
しかし、第 32 次地方制度調査会は、他方で、『自治体戦略 2040 構想研究会 報告
書』を前提にして、人口減少社会において顕在化する諸課題に対応するために必要
な地方行政体制のあり方等について明らかにするとともに、合併に代わって、複数
の近隣自治体が協力して行政サービスを提供する圏域行政について提言している。
このような動きを見るとき、改めて、「平成の合併は一体何だったのか」という疑
問を呈せざるをえない。平成の大合併は、1999 年（平成 11 年）以来、人口減少・少
子高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわし
い行財政基盤の確立を目的として推進されてきた。
平成の合併の推進が 10 年経過して、国、都道府県、合併市町において市町村合併
の検証が行われた。そうしたなか、2008 年（平成 20 年）10 月に発表した全国町村
会の研究会の報告書『「平成の合併」をめぐる実態と評価』は、平成の合併の実態を
明らかにした。端的には、市町村の課題として指摘されている諸課題は、合併によ
って事態の改善ははかられなかったということであった。
岩手県においても地域振興部市町村課が 2010 年（平成 22 年）３月に、「合併市町
の現状に関する調査」を取りまとめている。合併市町に対する支援策を検討するた
めに行われた調査ではあるが、合併によって直面している課題として、行政と住民
との関係の変化、周辺化した旧町村商店街の活気の減少などがあげられている。
岩手県の市町村合併は、2005 年度（平成 17 年度）、2006 年度（平成 18 年度）に
多く実施されたことから、10 年が経過した 2016 年（平成 28 年）３月に、岩手県政
策地域部市町村課は「合併市町の現状に関する調査結果」を公表した。そこでは、
行財政基盤の強化、行財政サービスの質的向上のほか、周辺化した旧町村商店街の
活気の減少、地域コミュニティの衰退が指摘されていた。
合併に関する調査報告書を検証するとき、評価としては、功罪半ばと判断せざる
をえないが、岩手県内の合併市町のかかえる諸課題に接するとき、人口減少ととも
に、状況は悪化しているように思われる。特に、合併市の中心市街地と周辺部との
間で地域間格差が生じている。周辺部では、少子高齢化とともに、過疎化が進んで
いる。もちろん、中心市街地でも商店街の衰退は加速している。
本調査研究の問題意識はそうした状況認識にあるが、「平成の合併は一体何だった
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のか」という問いを発するとき、必要なのは、改めて、原点に立ち返ってみること
ではないかと考える。そこで、調査研究の目的を、合併にかかわり、合併を推進し
た首長、議会議長等の合併に対する生の声を聴くこと、すなわち、オーラル・ヒス
トリーという対面式の聞き取り調査の方法により、合併協議の状況、合併の効果や
評価などを明らかにすることとした。
2019 度には、４市について 16 名の方々に対して聞き取り調査を行った。そして、
2020 年度には、前年度にできなかった 8 市２町について 16 名の方々に対して聞き取
り調査を行った。時間も経過していて、当時の資料を保管している方も少ないこと
から、いずれにおいても、調査に先立って、全国町村会の「道州制と町村に関する
研究会」の報告書『「平成の合併」をめぐる実態と評価』他を参考にして作成した質
問票を配布して聞き取り調査のための資料とした。
時間の経過は、記憶を維持することの難しさにもつながっていた。聞き取り調査
は、記憶をたどりながらのものとなったため、オフレコとせざるをえないような発
言はともかく、曖昧な発言も多々あったが、本調査研究を通して合併協議の実態に
迫ることのできるような発言を引きだすことはできたように思われる。

岩手県立大学研究地域連携本部
特任教授 齋藤俊明

60

Ⅰ

研究概要（背景・目的等）

『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』
（2018 年）が公表され、2040 年をめどと
して「人口減少下において満足度の高い人生と人間を尊重する社会を構築する」た
めの基本的な考え方が示された。
『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』は、
「スマ
ート自治体への転換」、
「地方圏の圏域マネジメント」によって明らかなように、合
併後の地方自治体のあり方、新たな自治体行政の方向性を示している。
しかし、提言の方向性は、特に、圏域行政に見られるように、平成の合併におい
て追求したものの焼き直しの感がある。例えば、「行政のフルセット主義からの脱
却」、
「現状の連携では対応できない深刻な行政課題への取組」という指摘は、平成
の合併において提示された視点とほとんど同じである。
また、地方制度調査会による「市町村合併についての今後の対応方策に関する答
申」
（2019 年）においても、2040 年頃にかけて顕在化してくる変化・課題に注目し
て、今後の基礎自治体による行政サービスの提供体制についての考え方を示し、自
主的な市町村合併、市町村間の広域連携、都道府県による補完などについて提案し
ている。
こうした議論の動向、提言の方向性からして、改めて、
「平成の合併は一体何だっ
たのか」という疑念にとらわれる。つまり、人口減少社会の到来が予測されていた
にもかかわらず、合併によって事態の改善をはかることはできなかったということ
である。
平成の合併によって解決できなかった諸課題を新たな視点において解決をはか
るというのであれば、むしろ、改めて、
「平成の合併は一体何だったのか」と問いか
け、その実態を検証して、諸課題を解決するための手掛かりを探り、諸課題の本質
は何かを明らかにする必要がある。
岩手県は、2010 年（平成 22 年）３月に、
「合併市町の現状に関する調査の取りま
とめ」を、2016 年（平成 28 年）３月に、
「合併市町の現状に関する調査結果」を公
表した。後者においては、行財政基盤の強化、行財政サービスの質的向上のほか、
周辺化した旧町村商店街の活気の減少、地域コミュニティの衰退を指摘している。
「合併市町の現状に関する調査結果」は、合併市町全般にわたる包括的な調査報
告書であることから、合併市町のかかえる諸課題の細部についての分析は行ってい
ない。合併市町においても、検証報告書が作成されているが、ほとんどが包括的な
ものであり、新市町建設計画等にもとづいて細部にわたって検証した例はない。
そこで、本調査研究においては、合併市の新市町建設計画等を念頭におきながら、
岩手県の調査では十分に明らかにならなかった事項、すなわち首長や議会議長とい
った合併の当事者たちの合併に対する問題意識等について聞き取り調査を行い、合
併の効果と課題について意見を聴取して、合併市町の今後を展望することにした。
具体的には、合併市町のうちから、関係者の協力を得られた大船渡市、宮古市、
花巻市、遠野市、二戸市、久慈市、盛岡市、一関市、洋野町、西和賀町を取り上げ、
合併協議会における議論、合併の必要性についての認識、合併にいたるまでの状況、
合併についての評価等に関して聞き取り調査を行うことによって「平成の合併」の
実態を明らかにする。
また、合併推進にかかわった首長、議会議長等が、合併のプラス・マイナスの効
果についてどのような認識を持っているのか、何が実現され何が実現されなかった
のかについて、当事者としての問題意識を明らかにすることによって、合併後にお
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ける地方自治の現状と課題、展望についての手掛かりをさぐる。
ける地方自治の現状と課題、展望についての手掛かりをさぐる。
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Ⅱ

研究内容（経過・方法等）
１

岩手県における平成の合併
(1)合併状況
岩手県の市町村数は、1945 年（昭和 20 年）には 226 市町村であったが、昭和の
合併によって、1959 年（昭和 34 年）には 63 市町村となった。その後、1999 年
（平成 11 年）、2002 年（平成 14 年）には、市町村合併の特例に関する法律が改正
され、合併を推進するためのさまざまな特例が設けられた。
岩手県においては、2005 年（平成 17 年）度には、58 市町村から 35 市町村とな
り、その後、２つの編入合併をへて、現在、33 市町村となった。平成の合併の経
過は以下の通りである。
①大船渡市・三陸町 ➡ 大船渡市
合併年月日－2001 年（平成 13 年）11 月 15 日
②宮古市・田老町・新里村 ➡ 宮古市
合併年月日－2005 年（平成 17 年）６月６日）
③西根町・安代町・松尾村 ➡ 八幡平市
合併年月日－2005 年（平成 17 年）９月１日
④一関市・花泉町・東山町・大東町・千厩町・川崎村・室根村
合併年月日－2005 年（平成 17 年）９月 20 日
⑤遠野市・宮守村 ➡ 遠野市
合併年月日－2005 年（平成 17 年）10 月１日
⑥湯田町・沢内村 ➡ 西和賀町
合併年月日－2005 年（平成 17 年）11 月１日
⑦花巻市・石鳥谷町・大迫町・東和町 ➡ 花巻市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑧種市町・大野村 ➡ 洋野町
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑨二戸市・浄法寺町 ➡ 二戸市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑩盛岡市・玉山村 ➡ 盛岡市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）１月１日
⑪水沢市・江刺市・胆沢町・前沢町・衣川村 ➡ 奥州市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）２月 20 日
⑫久慈市・山形村 ➡ 久慈市
合併年月日－2006 年（平成 18 年）３月６日
⑬宮古市・川井村 ➡ 宮古市
合併年月日－2010 年（平成 22 年）１月１日
⑭一関市・藤沢町 ➡ 一関市
合併年月日－2011 年（平成 23 年）９月 26 日
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➡

一関市

(2)合併時の首長・議会議長一覧

①
②

③

④

⑤
⑥

⑦

⑧
⑨
⑩

⑪

⑫
⑬
⑭

旧市町村名

首長

議長

大船渡市

甘竹勝郎

今野雄吾

三陸町

佐々木菊夫

掛川秀邦

宮古市

熊坂義裕

三上敏

田老町

野中良一

加藤伸一

新里村

山口通男

飛澤武美

西根町

工藤勝治

井上勉

安代町

米川次郎

三浦正信

松尾村

佐々木正四郎

関口建一

一関市

浅井東兵衛

菅原啓祐

花泉町

田野﨑捷吾

佐藤豊

大東町

小原伸元

佐山昭助

千厩町

菊地宏雄

村上悌

東山町

松川誠

佐藤鐡治

川崎村

千葉荘

伊藤力

室根村

小山寛

小山謂三

遠野市

本田敏秋

佐々木煕

宮守村

佐々木廣

菊池一勇

湯田町

細井洋行

早川久衛

沢内村

高橋繁

為田直助

花巻市

渡辺勉

久保田春男

大迫町

佐藤共成

山影義一

石鳥谷町

高橋公男

中村初彦

東和町

小田島峰雄

中村勝吉

種市町

玉澤修

吹切美一

大野村

佐々木祥吉

関口清助

二戸市

小原豊明

西野平次

浄法寺町

清川明彬

山本敏男

盛岡市

谷藤裕明

山本武司

玉山村

工藤久徳

嵯峨忠雄

水沢市

高橋光夫

高橋松男

江刺市

相原正明

数江與志元

前沢町

伊藤正次

岩渕清

胆沢町

後藤完

菅原信雄

衣川村

佐々木秀康

高橋瑞男

久慈市

山内隆文

八木巻二郎

山形村

清水恭一

嵯峨力雄

宮古市

山本正徳

三上敏

川井村

内舘勝則

菊地政喜

一関市

勝部修

菅原啓祐

藤沢町

畠山博

須藤節男
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２

研究方法

岩手県の調査報告書をふくめ、市町村合併に関する調査研究は、現状を明らか
にするために、主として、職員数の推移、歳入・歳出の変化、合併特例債の活用
状況等、数値によって状況をとらえることができるものと、職員および住民に対
するアンケート調査によって構成されている。
したがって、合併にいたる過程を検討する場合であっても、合併協議会の議事
録等の公表された結果に依拠せざるをえない。しかし、どのようにして合併にい
たったのかについての当事者たちの生の声は、政治的な側面であることも作用し
て、記録としてはほとんど残っていない。
そこで、本調査研究においては、首長、議会議長等の関係者から直接話を聞き
取り、記録としてまとめるというオーラル・ヒストリーの手法を採用した。2019
年度の調査と重複する自治体もあるが、大船渡市、宮古市、遠野市、西和賀町、
花巻市、洋野町、二戸市、盛岡市、久慈市、一関市について、合併当時の旧市町
村の首長・議長 16 名に対して、合併協議会の内外におけるやりとり、合併の現状
と課題等に関する聞き取り調査を対面方式で実施することとした。
聞き取り調査にあたっては、事前に、対象者に対して、研究の概要、目的およ
び質問項目を書面にして郵送した。聞き取り方法としては、質問項目に加えて、
その場で新たに生じた疑問に対してインフォーマルな質問を行う「半構造化イン
タビュー」を採用した。
聞き取り調査と同時に、合併協議会の議事録等を検討して合併協議会の詳細を
把握し、その特徴を整理した。作業手順としては、まず、聞き取り調査の結果の
反訳を行い、次に、岩手県が作成した「岩手県における市町村合併の状況」等の
合併関連資料を用いながら、協議の進捗の詳細を時系列で把握した。また、合併
前後の行財政等に関する基礎データを合併ケースごとに一覧にして、そのデータ
面での特徴を把握した。そのうえで、全体を突き合わせた。
３

質問の構成

質問票の作成にあたっては、他の事例との比較を容易にするために、全国町村
会の「道州制と町村に関する研究会」の報告書『平成の合併をめぐる実態と評
価』（2008 年）他を参考にした。また、質問票を事前に配布して記憶を喚起するだ
けでなく、状況を明らかにするために、質問事項に対する説明文を付加した。質
問票の内容は以下の通りである。

【市町村合併に関する質問事項】
１ 市町村合併についての全般的な質問
□ Ｑ１ 合併を振り返って－全般的な視点から
「市町村合併の特例に関する法律」は、2010 年(平成 22 年)に改正され、合併
推進のための措置を廃止し、合併の円滑化のための措置を定める特例法としたう
えで、10 年間延長されたが、2020 年(令和２年３月末)で失効する。
第 32 次地方制度調査会は、合併推進運動について、
「多くの団体において、専
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門職員の配置、組織の充実、行財政の効率化等、市町村合併の成果が既に現れつ
つある。一方で、周辺部の旧市町村の活力が失われているなどの課題も指摘され
ており、こうした課題の解決に向け、合併団体においては、支所等の設置、地域
自治区の活用等の取組が行われている。」と指摘している。
約 20 年にわたって推進されてきた市町村合併についての認識はこのようなも
のであるが、1999 年以来の合併推進の動きと合併を振り返ってみて、現状をどの
ようにとらえているかをお聞きしたい。
〈参考〉
【市町村合併についての今後の対応方策に関する答申 令和元年 10 月 30 日】
(1)基礎自治体についての現状認識
我が国では、いわゆる「昭和の大合併」の後、約 40 年近くにわたり、市町村数は
ほとんど変化しなかったが、人口減少・少子高齢化の進行等の社会状況の変化に対応
して、地方分権の担い手となる基礎自治体にふさわしい行財政基盤を確立することが
強く求められ、平成 11 年以来、強化された財政支援措置等により、全国的な市町村
合併が積極的に推進された。
この結果、市町村数は、3,232（平成 11 年３月 31 日現在）が 1,727（平成 22 年３
月 31 日現在）となり、市町村合併は相当程度進捗した。市町村の平均人口・面積は
ほぼ倍増し、多くの市町村において行財政基盤が強化された。第 27 次地方制度調査
会答申（平成 15 年 11 月 13 日）は、今後の基礎自治体について、
「住民に最も身近な
総合的な行政主体として、これまで以上に自立性の高い行政主体となることが必要」
としていたが、第 29 次地方制度調査会答申（平成 21 年６月 16 日）では、
「我が国の
市町村は、全体として見た場合には、このような基礎自治体の姿に近づいたものと考
えられる。
」とし、その上で、平成 11 年以来の全国的な合併推進運動については、
「平成 22 年３月末までで一区切りとすることが適当である」とされた。平成 22 年４
月以降の市町村合併は７件となっている。
それぞれの合併市町村において、市町村合併後のまちづくりは未だ進行中である
が、多くの団体において、専門職員の配置、組織の充実、行財政の効率化等、市町村
合併の成果が既に現れつつある。一方で、周辺化した旧市町村の活力が失われている
などの課題も指摘されており、こうした課題の解決に向け、合併団体においては、支
所等の設置、地域自治区の活用等の取組が行われている。
■Ｑ１-Ａ
□Ｑ２ 合併についての評価－全般的な視点から
総務省が、2010 年(平成 22 年３月)に公表した「
『平成の合併』について」にお
いて、
「合併の本来の効果が現れるまでには 10 年程度の期間が必要であると考え
られ、現時点では短期的な影響の分析に止まらざるを得ないが、多くの合併市町
村の行政・住民、また世論の合併への評価は大きく分かれている」と指摘してい
る。合併から 10 年以上経過するが、合併についてどのように評価しているの
か、合併による効果についてはどのように考えているのか、問題点・課題につい
てはどのように考えているのかをお聞きしたい。
〈参考〉
【平成の合併の評価】
合併の本来の効果が現れるまでには 10 年程度の期間が必要であると考えられ、現
時点では短期的な影響の分析に止まらざるを得ないが、多くの合併市町村の行政・住
民、また世論の合併への評価は大きく分かれている。
≪評価の背景≫
〇合併による主な効果
①専門職員の配置など住民サービス提供体制の充実強化
②少子高齢化への対応
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③広域的なまちづくり
④適正な職員の配置や公共施設の統廃合など行財政の効率化
〇合併による主な問題点・課題
①周辺部の旧市町村の活力喪失
②住民の声が届きにくくなっている
③住民サービスの低下
④旧市町村地域の伝統・文化、歴史的な地名などの喪失
■Ｑ２-Ａ

□Ｑ３ 基礎自治体の展望－全般的な視点から
第 32 次地方制度調査会の答申は、市町村合併については、
「行財政基盤を強化
するための手法」
、
「地域によっては、行財政基盤を中長期的に維持していくため
の手法」ととらえているが、人口減少と高齢化の進行を念頭におくとき、基礎自
治体の将来についてどのように考えているのかをお聞きしたい。
〈参考〉
【今後の基礎自治体による行政サービスの提供体制についての考え方】
地域の枠を越えた基礎自治体による行政サービスの提供体制については、引き続
き、各市町村において、基礎自治体として担うべき役割を踏まえ、自主的な市町村合
併、市町村間の広域連携、都道府県による補完などの多様な手法の中から最も適した
ものを自ら選択できるようにすることが適当である。
自主的な市町村合併という手法は、行財政基盤を強化するための手法の一つとして
引き続き必要であり、さらに、今後、急速に人口減少と高齢化が進行することが見込
まれる中にあって、地域によっては、行財政基盤を中長期的に維持していくための手
法として検討することも考えられる。
■Ｑ３-Ａ
２ 市町村合併についての個別的な質問
□Ｑ４ 合併の必要性について
市町村合併は、地方分権の推進、人口構造の変化、日常生活圏の拡大と広域行
政課題の出現、行政改革の推進といった目的において推進された。合併を選択し
た理由としても、地方分権推進のための行政体制の整備、財政基盤の強化といっ
た理由が指摘された。
2008 年(平成 20 年 10 月)に公表された全国町村会の報告「平成の合併をめぐる
実態と評価」においても同様の認識において合併の理由があげられているが、合
併の必要性についてどのような認識をもっていたのかをお聞きしたい。
①財政的な危機感
②高度化・多様化する行政需要、広域行政への対応
③国・県からの指導
④地域の活性化を目指して
⑤従来からの広域連携の延長として
⑥地域の一体感の醸成による合併気運の高まり
⑦単独行政を選択した場合の疎外感へのおそれ
⑧アンケート等による住民の意見の反映
⑨３万人特例の適用
■Ｑ４-Ａ
□Ｑ５ 合併にいたるまでの状況について
合併の必要性における理由をふまえ、合併協議において重視した事項、難航し
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た事項と合意にいたらなかった事項についてお聞きしたい。
〇重視した事項
①住民合意の形成
②住民自治の充実
③周辺部の衰退への配慮
④関係市町村の合意形成
〇難航した事項と合意にいたらなかった事項
①主要事業・建設計画の調整
②組織・機構
③本庁の位置
④新自治体名
⑤議員定数・選挙区等
⑥合併方式
⑦施設の統廃合
＊ その他にもご苦労された点をお聞かせください。独自事業の取り扱いについ
てはいかがでしたか？ そもそも合併の枠組みには満足されていましたか？
「対」議会あるいは「対」首長という点はどうでしょうか？
■Ｑ５-Ａ
□Ｑ６ 合併後の状況について－地域社会の変化と住民生活への影響
新市町建設計画等の進捗状況をふまえ、合併によって、地域社会がどのように
変化したのか、合併は住民生活にどのような影響を及ぼしたのかについて、合併
によるプラスの効果とマイナスの効果について、全般的な効果と行政分野ごとの
効果に分けて、状況認識をお聞きしたい。
〇全般的なプラス効果
①財政支出の削減
②重複投資の解消
③合併特例債等を活用した基盤整備
④職員の意識の変化・専門性の向上
⑤住民サービスの高度化・多様化
⑥広域行政
⑦住民の一体感の醸成
⑧地域のイメージアップ
〇行政分野ごとのプラス効果
①健康・福祉分野
②都市基盤整備分野
③地域振興分野
④産業・観光分野
⑤教育・文化分野
⑥自然環境分野
⑦農林水産業分野
⑧防災分野
〇全般的なマイナス効果
①厳しい財政状況
・財政計画との乖離
・財政規律の低下
②行政と住民との距離感の拡大
③住民サービスの低下
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・機動性の低下
・中心地域への優遇
・指定管理者制度の問題点
④行政サービスの画一化、旧自治体の独自施策の廃止・縮小
⑤住民自治機能の低下
・行政と住民との信頼関係の薄れ
・住民自治活動の衰退
・地域審議会の位置づけ
⑥周辺部の衰退・地域格差の発生
⑦地域の個性（歴史、文化、伝統）の喪失
⑧旧自治体間の住民負担の格差
〇行政分野ごとのマイナス効果
①健康・福祉分野
②都市基盤整備分野
③地域振興分野
④産業・観光分野
⑤教育・文化分野
⑥自然環境分野
⑦農林水産業分野
⑧防災分野
＊ 住民から新たな行財政のニーズがあり、その効率化は想定以上に難し
い、時間のかかるものだったのでしょうか？
＊ 住民目線でみればどうでしょうか？ 公共施設の再配置、産業振興、各
種イベントなどを広域的視点から検討、実施したり、自主的に組織づくり
を行っているのでしょうか？
■Ｑ６-Ａ
□Ｑ７ 合併の評価
Ｑ７－１ 合併して、自らが当時イメージしていたこと、考えていたことと、
１ 大きく違う
２ 少し違う
３ （ほぼ）同じである
４ わからない(覚えていない)
＊ どういうイメージをお持ちでしたか？
Ｑ７－２ 合併して
１ 非常に良かった
２ 少し良かった
３ 少し悪かった
４ 非常に悪かった
５ どちらとも言えない
Ｑ７－３ 一言でいえば、一体、合併とは何だったのでしょうか？
■Ｑ７-Ａ
□Ｑ８ 今後の課題と展望について
「市町村合併の特例に関する法律」は 2020 年(令和２年３月末)で失効するが、
新市町建設計画、総合計画等の進捗状況、また人口減少と高齢化の進行、合併に
よるプラスの効果とマイナスの効果をふまえ、今後の課題と展望について状況認
識をお聞きしたい。
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①財政の健全化・効率化
・徹底した歳出削減
・職員の削減・定数管理
・公共施設等の統廃合
②住民サービスの向上
③旧自治体の事業の調整(公共料金の統一 他）
④住民自治の拡充
⑤周辺部の衰退への対策
⑥組織・機構改革
⑦地域振興
⑧交通基盤の整備
⑨職員の意識改革
⑩新自治体としての一体感の醸成
⑪新自治体の総合計画の実施
■Ｑ８-Ａ
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Ⅲ

調査結果報告
聞き取り調査の時間は一人当たり約２時間であった。約２時間分の録音をすべ
て反訳したが、調査結果報告の作成にあたっては、報告書としての字数的制約だ
けでなく、論旨の展開、内容の点での飛躍等々、生の声をそのまま記載するには
多くの問題があることから、より分かりやすくするために、質問項目ごとに発言
の趣旨を活かす形で要点をまとめて記載することとした。
１

大船渡市
(1)旧大船渡市
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 甘竹勝郎
２ 職
位 大船渡市長
３ 在職期間 1994 年 12 月（平成６年）～2010 年 12 月（平成 22 年）
＊新市の市長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
大船渡市と三陸町の合併は 2001 年なので、全国的に見ても、早い方であっ
た。合併については、行財政の効率化、専門職の配置などさまざまな課題が指摘
されていたが、北海道夕張市の破綻という状況があり、三陸町も似たような状況
にあった。財政的には、県内で最も悪い状態にあった。三陸町には、綾里、越喜
来、吉浜の３つの地域があり、それぞれに、保育園、小学校、診療所、消防の屯
所、漁港といったすべての面で競っていて、財政を圧迫していた。
昔は、同じ気仙郡だったということもあり、「三陸町を救わなければ」という
意識があった。市長選挙にあたっては、大船渡市のかかえる課題を解決するとい
うことも念頭にあったが、２市２町（大船渡市、陸前高田市、三陸町、住田
町）、すなわち「気仙をひとつに」という公約を掲げた。合併の話が出てくるま
えからの公約だった。しかし、合併の話がでてくると、それぞれの思惑もあり、
結局、三陸町との合併ということで事態は展開した。その後は周知のとおりであ
る。
■Ｑ２－Ａ
合併の効果という点では、人口 10 万人というのが基礎自治体としての規模だ
ろうと思っている。行政サービスという点からも、やはり、10 万人は必要だろう
と考えていたが、10 万人にはとどいていない。気仙地域全体ではそのくらいにな
るということから、合併を想定して気仙広域連合を作ったが、１市１町では無理
である。その点で、10 万人規模での基礎自治体としての効果を発揮できるところ
までいたっていない。
■Ｑ３－Ａ
合併の効果という点では、人口 10 万人というのが基礎自治体としての規模だ
ろうと思っているので、今後の展開としては、沿岸南部地域全体を単位とした広
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域行政の方向性をさぐる必要があると思う。考え方としては、大船渡市、釜石
市、陸前高田市を中心にした広域行政を構想すべきであるが、岩手県の枠組みは
「沿岸南部」という枠組みにはならなかった。
県の広域行政はともかく、基礎自治体の今後ということでは、消防にしろ、ご
み処理にしろ、その他の行政サービスもふくめ、経費のことを考えると、大船渡
市単独ではできないところがいろいろとでてきている。その点でも、大船渡市を
中心とした広域圏での取り組みは必要になる。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
市町村合併の必要性については、夕張市の破綻問題等もあり、避けて通ること
ができないと考えていた。当初、気仙広域連合を前提に、２市２町での合併を期
待していたが、陸前高田市、住田町の意向もあり、太平洋セメントの件もふく
め、大船渡市がかかえていた諸課題もあり、結局、財政が危機的状態にあった三
陸町を救いたいということから合併を進めた。
■Ｑ５－Ａ
合併協議においては、当然、さまざまな事項が議論となったが、三陸町がかか
えている諸課題、保育園、小学校、診療所、消防の屯所、漁港等を今後どうする
かということが主要な議題であった。もちろん、合併したからといって、行財政
の効率化の点から行政サービスを削減することはしなかった。しかし、徐々にで
はあれ、課題に切り込んでいく必要があるという認識はあったので、新市町建設
計画においては、三陸町がかかえている諸課題を解決するという方針で臨んだ。
合併による一体感の醸成にあたっては、交通基盤の整備、特に、トンネルの整備
に力をそそいだ。診療所の問題は少々難航したが、最終的には、理解していただ
いた。
■Ｑ６－Ａ
合併によるプラスの効果とマイナスの効果についてはさまざまであると思う
が、合併特例債の活用によって、地域特性を活かした事業を展開してきた。合併
特例債を活用してつくったのが市民会館である。当時、市で市民会館を持ってい
なかったのは大船渡市だけであった。合併のシンボルという意味合いもあった。
他には、魚市場、綾里と越喜来をつなぐトンネルも合併特例債を活用した。トン
ネルについては、旧三陸町では、50 年間も陳情してもできなかったものである。
悲願の達成ということである。
■Ｑ７－Ａ
合併の評価という点については、合併してよかったと考えている。特に、三陸
町にとっては、懸案事項の多くを解決することができた。
■Ｑ８－Ａ
今後の課題と展望ということでは、基礎自治体としての機能という点からする
と、人口規模としては 10 万人必要であるが、少子高齢化等を考えると、広域行
政の必要性はますます高まるであろう。県の広域行政のあり方もふくめ、検討の
必要がある。
Ⅲ 所見
大船渡市と三陸町の合併は合併特例法の旧法でのものである。その後の合併の展
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開からすると、早い段階での合併ということもあるが、広域連合の存在もさること
ながら、三陸町の財政状況と将来展望に対する大船渡市の姿勢を示した回答となっ
ている。人口規模 10 万人をめざした大船渡市としては、悔やまれる合併だったの
かもしれないが、成果は一定程度達成したものと思われる。
しかし、大船渡市にしろ、旧三陸町にしろ、東日本大震災津波（2011 年 3 月）に
おいて大きな損害を被ったことを考えると、復旧、復興を果たしたことによって、
合併において懸案事項であったものが解決されたという側面もあるが、今後の行政
運営は、特に、漁業への依存が高いことからすると、それほど容易なものとはなら
ないであろう。
その意味でも、陸前高田市をふくめ、気仙広域という単位は、合併ではなくて
も、将来展望において必要不可欠な単位となるであろう。しかし、現状では、予想
以上に、人口減少が加速していることから、合併時とは性質が異なるが、似たよう
な課題が噴出してくることは否定できない。
合併から 20 年、震災から 10 年であるが、産業の停滞から衰退という状況を念頭
においた、復旧、復興計画の再検討を通しての新たな戦略が求められるところであ
るが、展望を切り開くのは容易ではないように思われる。
（聞き取り 2021 年１月７日）

(2)旧三陸町
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 佐々木菊夫
２ 職
位 三陸町長
３ 在職期間 1993 年 11 月（平成５年）～2001 年 11 月（平成 13 年）
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併を考えるにあたって最大の問題は、やはり、財政の問題であった。三陸町
はこのままでやっていけるのかという思いがあった。大船渡市も財政状況はあま
りよくなかったが、三陸町の場合、町営の診療所が、歯科もふくめると４つあっ
て、毎年の予算編成にあたっては、一般会計からの繰り出しが必要だった。大船
渡市との合併を考えるにあたって、医療関係の財政を何とかして健全化したいと
いうことがあった。
大船渡市としては、気仙広域連合があったので２市２町での合併ということが
あったと思うが、陸前高田市はそれなりにメンツがあり、広域連合から合併へと
は踏みださなかった。三陸町としては、財政問題もあったことから、合併に特に
反対ということはなかったが、問題は交通基盤の整備、要するに、通勤、通学で
の大船渡市への道路の整備、具体的には、トンネルの問題があった。トンネルが
実際にできたのは震災後である。
■Ｑ２－Ａ
合併の効果という点では、交通基盤の整備をはじめとするライフラインについ
てはそれなりの効果はあったと思うが、人口減少、少子高齢化については効果が
あらわれているとは思えない。むしろ、合併の効果というよりは、日本全体の傾
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向として、悪化しているように思う。旧三陸町では、結婚できない男性の数が増
えている。このことは、同時に、少子化に拍車をかけている。少子化はさらに、
保育園、幼稚園、小学校について課題を生みだしている。医療や福祉の分野での
効果はそれなりにはある。
合併の評価として、旧三陸町の存在感を失わないということから、地名につい
て、大船渡市三陸町という表記を採用したが、最近では、三陸町は取ってもいい
のではないかと思っている。そのほうが、旧町において一体感がでてくるのでは
ないかと思う。20 年が経過しているので、旧村意識はほとんどない。
■Ｑ３－Ａ
合併後 20 年が経過し、震災もあり、状況はかなり変わってきている。大船渡
市全体もそうだが、旧三陸町の場合、人口減少、少子高齢化等の問題が今後ます
ます深刻になるように思われる。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性については、特に、財政と直結していたライフラインとしての医
療に対する危機感があったことから、医療をどのように提供し、維持するかとい
うことが最初にあった。道路の問題、産業振興の問題等々多くの問題をかかえて
いたことから、合併の必要性については十分理解できていた。
■Ｑ５－Ａ
合併協議において重視した事項、難航した事項、合意にいたらなかった事項に
ついては特にこれというものはなかった。合併に対する住民の意向という点で
も、反対はあまりなかった。ただ、合併以前に重視してきた医療をどのように提
供し、維持するかという点については一定程度理解してもらったものと思う。議
員の間でも反対はほとんどなかった。大船渡市の住民の間でも反対はほとんどな
かった。
■Ｑ６－Ａ
合併による効果という点では、プラス、マイナスはあると思うが、診療所での
診察は週に２、３回の出張診療だが、薬局がないのが少々不便だ。改めて、大船
渡市の薬局にいかなければならない場合があり、高齢者にとっては厄介だ。大船
渡線の廃止（東日本大震災後の JR 東日本の鉄道事業廃止とバス高速輸送システ
ム（BRT）の導入）については、いろいろな面で影響が出ている。県外から来る
人、県外に行く人にとっては、送迎の点で厄介だ。漁業関係では、温暖化の影響
もあるのかもしれないが、アワビだけでなく、魚が取れない。漁業が成り立たな
いところでは、生活自体が立ち行かない。
■Ｑ７－Ａ
合併（編入合併）してよかったかどうかというと、当時の状況を考えると、合
併せざるをえなかったというのが本音である。合併以外に選択肢はなかったと思
う。震災の時に、合併してよかったという感じを持った。合併したことによっ
て、復旧も復興も順調にできたと思う。自動車道、トンネルについても合併した
からできたという印象を持っている。
■Ｑ８－Ａ
人口減少と高齢化の進行、合併によるプラスの効果とマイナスの効果をふまえ
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た今後の課題と展望としては、細かな問題はあるが、震災からの復旧、復興もふ
くめて、合併は住民にとってよかったと思う。
Ⅲ 所見
財政がかなり逼迫していたことから、合併はやむをえないという認識であるが、
単に財政の健全化を目指すのではなく、諸課題をどのようにして解決するかという
ことでの合併であった。財政を圧迫していた懸案事項についても合併からの 10 年
間で方向性は見えていたと思うが、事態が急速に動いたのは震災による影響が大き
かった。本来ならば合併の成果として解決されるべき諸課題が震災によって解決さ
れた。しかし、問題は、震災からの復旧、復興から今後生じてくるであろう課題で
ある。人口減少は震災の影響を上回る形で進んでいる。また、基幹産業である漁業
の不振が将来展望をさらに暗いものにしている。復旧、復興のプラス、マイナスの
成果をふまえた将来展望が必要である。
（聞き取り 2021 年１月７日）

２

宮古市（旧宮古市）

Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 三上 敏
２ 職
位 宮古市議会議長
３ 在職期間 2002 年３月（平成 14 年）～2010 年４月（平成 22 年）
＊新市の議会議長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
人口減少、少子高齢化を見据えたとき、議長としては、基礎自治体を維持する
ためには合併は不可欠だと思っていた。議員内部では、人口規模が違うので、合
併方式をめぐっていろいろと議論があった。また、議員のなかに差別的な発言を
した方がおり、そのことをめぐって、合併までの道のりは多難だった。新設か編
入かでも議論が錯綜した。
市長が県内で最初の合併にこだわったことから、議員の間で広がっていた下閉
伊郡での合併という方向性が崩れてしまった。最終的には、広域行政の点から７
市町村の枠組みとなったが、諸事情から、市長の意向に対して手を挙げたのは田
老町と新里村だった。
■Ｑ２－Ａ
合併の評価という点では、項目としてあがっているもののすべてが該当すると
いってもいい。市長の意向もあって、課題となりそうなところについてはそれな
りの対応がとられた。現在でも、そのような配慮が続いている。その点では、将
来的には分からないが、周辺の町村が廃れるということにはならなかった。
■Ｑ３－Ａ
合併は、行財政基盤を強化するための手法、行財政基盤を中長期的に維持して
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いくための手法ととらえていたが、人口減少と高齢化の進行を念頭におくとき、
やはり、合併特例債が魅力的だった。火葬場、公民館の新設等に活用した。合併
とは関係ないが、震災にともなう復旧、復興予算の効果も、特に、道路網の整備
については、大きな効果があった。しかし、人口減少、少子高齢化がさらに進行
すると状況は分からない。新たな合併はないと思うが、個々の自治体がかかえて
いる課題については宮古広域で対応する以外に方法はないと思う。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性についてはさまざまな要因が考えられたが、財政に対する危機感
もさることながら、高度化・多様化する行政需要、広域行政への対応というのが
大きかった。また、国や県からの指導もそれなりにあった。具体的には、自治省
の職員が来て、講演するというようなことがあった。
■Ｑ５－Ａ
人口規模の違いもあり、議員報酬については差があったが、経費削減というこ
ともあり、在任特例の期間は従来通りの報酬でということになった。市長の意向
がかなりはたらいた。しかし、議員の間ではかなりの議論をした。定数について
も均衡のとれたものとなった。

■Ｑ６－Ａ
合併のプラス効果、マイナス効果という点では、議員報酬もふくめて、財政支
出の削減に取り組んだ。三役の構成についても均衡を取るということで配慮し
た。地域の個性（歴史、文化、伝統）の喪失ということが指摘されるが、黒森神
楽については、国による神楽文化の継承ということもあって、国の予算を活用し
て維持、継承している。山口太鼓についても文化の継承と発掘ということで国の
予算で維持、継承を行っている。
しかし、震災からの復旧、復興もあって、効果もまた別の方向への波及を見せ
ているところもある。合併にともなって数多くの公共施設をかかえることになっ
たので、この点での問題も出てくると思う。小学校については統廃合がかなり進
んだが、その他の施設については廃止等をふくめて議論になると思う。
また、後に、川井村との合併になるが、宮古市の水道の水源は川井村にある。
しかし、川井村内部で地域間に意見の相違があり、分村のような話まであったこ
とから、最初の合併の時はうまくいかなかった。最終的には、吸収合併となっ
た。思いは、宮古市の将来像「森・川・海」に表現されている。
■Ｑ７－Ａ
人口規模が大きく異なる自治体同士の合併ということもあって、宮古市から見
てどうだったのかというと何とも言えないところがある。田老町、新里村、川井
村から見て、良かったのかどうかは、当事者ではないので、分からない。宮古市
もふくめて、財政の健全化、効率化を考えると、やむをえなかったのではないか
と思う。
■Ｑ８－Ａ
現在の速度での人口減少、少子高齢化を考えると、今後、基礎自治体はどうあ
るべきかという問題は避けて通れないテーマであると思う。特に、川井村との合
併によって宮古市は全国的にも面積の大きな市となっている。面積にともなう非
効率な部分は出てきている。また、道路整備にともなって盛岡市との距離が縮ま
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ったことから、別の意味での広域化について考えなければならなくなっている。
Ⅲ 所見
諸般の事情から二段階合併になったが、総合計画に掲げられている「森・川・
海」の将来像の実現に向かって努力していると思う。しかし、震災によって受けた
ダメージ、震災によって新たに生じた課題、さらに深刻になった課題等さまざまで
あるが、人口減少が周辺部において加速していることを考えると安閑としてはいら
れないのが実情である。
旧自治体の特性を活かした活性化策が必要であるが、基幹産業である漁業の不振
が今後どの程度深刻化するかが懸念材料である。復興支援道路と称される宮古盛岡
横断道路の全通によって盛岡市へのストロー現象も起きてくるものと考えられる。
旧川井村が東西で分断される可能性がでてくる。
宮古広域は沿岸を中心に設定されているが、漁業の不振から沿岸自治体での人口
減少が加速することを想定すると、広域行政のあり方そのものについて再検討する
必要がでてくる。
また、震災からの復旧は果たしえても、将来を展望できるような復興は果たすこ
とができないのではないという悲観的な見方もでてくるが、各自治体の特性を最大
限活用した広域での活性化方策を検討すべきであろう。
（聞き取り 2020 年 12 月５日）

３

遠野市（旧宮守村）

Ⅰ 対象 者
１ 氏
名
２ 職
位
３ 在職期間

菊池一勇
宮守村議会議長
1999 年（平成 11 年）９月～2005 年（平成 17 年）10 月

Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併はできればしないというのが方向性だった。合併しないで自立できる方法
はないかと考えた。当初は、諸手を挙げて賛成ということではなかったが、行財
政基盤、職員の待遇、住民サービスといった点を考えると合併せざるをえないと
いうことになった。全国的動向にしたがわざるをえなかった。
遠野市との合併は当初はあまり考えていなかった。遠野市は沿岸広域圏で、宮
守村は花巻広域圏だったことから、住民の意向も、合併するならば、花巻広域圏
でという意見であった。当初は、大迫町、東和町、宮守村で早池峰構想、早池峰
町を作ろうかという話もあったが、状況的に無理だということで、立ち消えにな
った。その結果、遠野市との合併が浮上してくるが、議会は真っ二つに割れてし
まった。遠野市長からのプレッシャーもあり、住民も巻き込んでの難しい局面に
なった。
■Ｑ２－Ａ
合併の評価という点では、効果もあれば、課題もあるということだが、人口減
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少が予想以上に急速に進んだということが何よりも問題だと思っている。効果と
いうことで、職員の削減の問題、総合支所の問題、伝統や文化の衰退などの課題
がでてきている。職員の削減の場合、適正な配置ということにはなっているのか
もしれないが、総合支所の視点からすると、住民サービスの低下につながってい
るように思われる。人口減少はこうした傾向にさらに拍車をかけているような気
がする。また、通勤でも、遠野市よりは、北上市、花巻市、金ケ崎町方面に通勤
する人が増えている。
■Ｑ３－Ａ
合併については、行財政基盤を強化するための手法、行財政基盤を中長期的に
維持していくための手法ととらえていたが、合併の効果が十分にでてきているか
となると、人口減少の速度を考えると基礎自治体の展望はそれほど明るいとは思
えない。地域はどんどん廃れていくように思う。旧宮守村の場合、産業という点
では、農業基盤の強化が課題である。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
建設省のダム関係事業で、柏木平リゾートのような大きな事業を持ってきたた
めに、財政面では、どんどん厳しくなると思っていた。当時は、そんなことは考
えもしなかった。その点では、遠野市と合併して財政規模を大きくする以外に方
法はないということになった。
■Ｑ５－Ａ
遠野市との合併とはいっても、対等合併でなければ住民に理解してもらうこと
はできない、編入は無理だということで協議した。結局、新設合併ということに
なった。合併協議会で問題になったのは、宮守村が先駆けて実施していた幼保一
体化事業については、検討するということで引き継がれたが、10 年ほど経過して
ようやく一本化された。議会については、在任特例を適用するが、報酬はそのま
まということになった。
■Ｑ６－Ａ
合併のプラス効果、マイナス効果はいろいろあるが、むしろ、若い人たちの動
きをみると、合併にかかわるような問題についてはほとんど関心がない。人の動
きもどんどん広がっている。通勤だけでなく、病院も同様だ。県立遠野病院には
ほとんどいかない。場合によっては、盛岡市内の病院に通院することもある。
遠野市長も、産業振興をはじめとしてさまざまな事業展開をしているが、成果
はあまりでていない。人口減少を考えると、若い人たちをどのようにして地域に
定着してもらうかということを考えなければならない。例えば、子育て世代に対
する支援はもっとあってもいいように思う。
■Ｑ７－Ａ
合併して良かったかどうかというと、良かったとはあまり思わない。財政規模
が拡大したことによって旧宮守村の施設等が維持されているというケースもない
わけではない。道路網の整備は合併の効果だと思っている。
■Ｑ８－Ａ
合併のプラス効果、マイナス効果をふまえての課題と展望であるが、人口減少
の速度が速いことから、将来展望という点では、財政が厳しくなればなるほど広
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域合併の話がでてくるとは思うが、予測は難しい。若い人たちの動き、通院のよ
うな動きを見ると、基礎自治体の単位のあり方という点では、予測はさらに難し
い。他方で、旧宮守村であれば、特性を活かした地域づくりがどの程度可能かと
いう問題がでてくる。広域行政のなかでこのことをどのように考え、実現するか
ということであるが。
Ⅲ 所見
旧宮守村内部での昭和の合併の蒸し返しがあって少々錯綜したが、結局は、遠野
市との合併に落ち着いた。しかし、人口減少の速度もあるが、通勤、通学での人の
移動はさらに複雑になっている。遠野市の産業構造の特徴もあるが、旧宮守村から
すると、むしろ、花巻市、北上市への移動がさらに顕著になっていくのではないか
と思われる。人の移動が遠野市内から外に向かう傾向があるため、遠野市内の空洞
化が加速するように思われる。旧宮守村をふくめ、遠野市内でどれだけの雇用を確
保するかを考えなければならない。ホップの生産にも言及しているが、栽培農家の
減少が指摘されていることからすると、最終的には、「遠野物語」というブランド
に依存することになる。しかし、この点での生産力はない。産業基盤をどのような
方向において強化するかということになるが、四方に人口が移動して、市街地はま
すます空洞化するということになりかねない。そのような危機感が感じられる。
（聞き取り 2021 年２月 22 日）

４

西和賀町

（1）旧湯田町
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 早川久衛
２ 職
位 湯田町議会議長
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）５月～2007 年（平成 19 年）４月
＊新町の議会議長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
人口減少という流れからすると合併はやむをえないと思うが、当初、北上市内
での会合で、湯田町の町長と沢内村の村長が「合併するか」ということを決め
て、議会で報告した。議員はみんな驚いた。湯田町と沢内村では産業の違いもあ
り、合併による効果という点でも考え方に大きな違いがあった。したがって、合
併協議会における議論もそのようなところで折り合いがつかないままに合併した
という感じである。合併後も議員数は半々で合併の時の思いを引きずったままで
ある。そもそも、合併も１票差で決まった。湯田町にとっては、合併に消極的な
人もおり、両手をあげて成功したとはいいがたいところがある。
■Ｑ２－Ａ
庁舎の問題をふくめ多くの課題が先送りされたが、議会内は、勢力が拮抗して
いることもあり、それぞれの特徴をめぐって今でも議論が絶えず、決定にはいた
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らないケースが多い。例えば、産業という点では、湯田地区は温泉を中心とした
観光、沢内地区は農業というふうに、産業構造がそもそも違うために、方向性が
なかなか見いだせないでいる。また、老人医療費の窓口負担無償化（旧沢内村で
採用されていた措置で、合併後に全町的に少額ながら有料化となった）のよう
に、湯田町の住民には理解してもらえないような問題もある。したがって、一体
感という点では、依然として、そのようにはなっていないように思われる。
■Ｑ３－Ａ
合併は、行財政基盤を強化するための手法、行財政基盤を中長期的に維持して
いくための手法ととらえているが、現在でも、人口規模からすると、予算規模は
結構大きい。しかし、財政状況がいいというわけでもない。職員数も、労働組合
の関係もあるが、削減の方向には向かっていない。人口減少が進行していること
からすると、北上市を中心とした広域行政を目指すべきであるが、湯田町につい
て、特に、医療圏、経済圏といった視点から考えると、北上市を向く場合と、横
手市を向く場合とがあり、両者の間で、さまざまなものの空洞化がますます進ん
でいくような気がする。また、国道 107 号、高速道路、鉄道については、湯田地
区が中心で、沢内地区とはならないので、その点での問題もでてくると思う。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性については、首長同士がとにかく合併だということだったことか
ら、首長たちの間でどのような認識があったのかはよくわからないところがあ
る。議会としては、「えっ」という感じだった。合併の必要性ということであれ
ば、議会のほうがぎくしゃくしていた。当時の状況についての認識という点で
は、沢内村の議員のほうが大局的に見ていたように思う。
■Ｑ５－Ａ
合併協議において重視した事項、難航した事項と合意にいたらなかった事項に
ついてはさまざまあるが、本庁舎の位置などの懸案事項については先送りされ
た。現在、旧沢内庁舎が老朽化のため解体の方向で進んでいるが、分庁舎が必要
かどうかという議論は当時もあり、距離的には、やはり、分庁舎を置かざるをえ
ないということであった。
■Ｑ６－Ａ
合併によるプラスの効果とマイナスの効果はさまざまにあらわれていると思う
が、合併特例債の活用によって多くの恩恵を受けたことは確かである。病院、小
学校、電算システム、堆肥センター、ブロードバンド事業、火葬場、水道事業な
どさまざまある。財政支出の削減との関連では、本来ならば、削減されるはずの
職員の削減が進んでいない。労働組合がマイナス効果に寄与している。また、産
業面では、湯田地区は温泉による観光、沢内地区は農業ということであるが、い
ずれにおいても中途半端な状態にとどまっているだけでなく、人口減少、高齢化
によって衰退の方向に向かっているように思われる。その点では、高速道路の四
車線化に期待している。
■Ｑ７－Ａ
合併して良かったかどうかという質問に対しては、何とも言えない。当時とし
ては、合併はやむをえなかったということである。最大の要因は、基幹産業が観
光と農業ということで、産業に対する考え方がまったく異なるということであ
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る。このことが、西和賀町の一体的な発展を妨げてきたように思う。
■Ｑ８－Ａ
合併したが、人口は今では五千人そこそこで、産業振興をどうするかというこ
とにおいても、方向性は異なっていて、先行きがまったく見えていない。高速道
路の四車線化に期待する向きもあるが、先行きは厳しい。産業基盤が希薄化して
いくなかで、生活基盤は北上市、横手市に依存する傾向が強まっている。もちろ
ん、観光にしても、農業にしても資源は豊かなので、それらをどのように活用し
て、活性化するかが課題である。また、職員にしても、産業にしても、少子高齢
化のなかでは、人材育成が非常に重要である。
Ⅲ 所見
湯田町と沢内村の合併については、首長同士の意気投合ということがあるようで
あるが、その後の展開を見ると、懸案事項の先送り、新町建設計画の進捗状況等に
について調査分析が十分でないために、評価は難しいように思われる。合併特例債
による効果はそれなりにあったが、効果が全域にわたっているかというと、旧地域
に限定されたものになってしまっているように思われる。距離的要因、地域的要因
もあるが、そうしたものを超えた将来構想が必要であるように思われる。人口減
少、少子高齢化が進むと、地域の分断が進み、元に戻ってしまうのではないかとい
う危惧もある。人材育成が大事だということを強調しているが、西和賀町において
は、地域特性を活かすとともに、両地域の一体的な活性化方策を構想して、実行す
る人材育成が必要である。
（聞き取り 2021 年３月 22 日）

（2）旧沢内村
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 高橋 繁
２ 職
位 沢内村長
３ 在職期間 2005 年（平成 17 年）３月～2009 年（平成 21 年）11 月
＊新町の町長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併以前は、湯田町も沢内村も独自の政策展開をしてきた。沢内村の場合に
は、老人医療費の無償化を全国に先駆けて行うなど、いろいろな意味で独自路線
を貫いてきた。合併の意義についてさまざまに説明したが、日常生活の圏域も違
うということで、独自路線からなかなか抜けきれないところがあった。
最初の合併特例法の期限が切れ、新法になってから事態が進行した。そのよう
な状態だったこともあり、合併協議に入っても、病院、議会、庁舎等々、懸案事
項については合併後に考えるということで、先送りされた。
沢内村は、深沢晟雄の実績もあって中央省庁とのパイプが太かったことから、
いろいろな場面で、直接国と交渉するということがあり、国の補助を活用して事
業を展開するということが常態化していた。しかし、合併の話が出てきたころに
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は、老人医療費の無償化をはじめ、独自路線が取りづらくなってきていた。
合併はそのような状況において求められた。言い換えるならば、合併特例法に
よる財政措置によって自立（自律）できるということに惑わされた部分はある。
現状を考えると、合併しなかった方が良かったのではないかと思っている。
■Ｑ２－Ａ
合併特例法（新法）があるうちに自立しようというのがひとつの考え方であっ
たが、自立することがないままに、懸案事項を解決することができないままに、
ずるずるときたという感じがしている。そして、財政的にも逼迫するようになっ
てしまった。国への依存体質があって、自立という点での意識が低かった。
■Ｑ３－Ａ
市町村合併については、行財政基盤を強化するための手法、行財政基盤を中長
期的に維持していくための方法と言われたが、合併するなら徹底的にやらなけれ
ばならなかったし、合併に見合う住民の意識改革がなければ成功しないと思って
いる。合併によって成立した基礎自治体が自立するためには、住民の自治意識が
涵養されていないと成功はしない。しかし、住民の関心は行政からどんどん離れ
ていっているように思う。基礎自治体の展望はそのようなところにある。
２

市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性ということでは、合併しないでもそれなりに自立している自治体
があることを考えると、合併は政府と県の脅しによるものだと思っている。財政
的には、湯田町に余裕がなかった。合併に飛びついたのは湯田町のほうだ。湯田
町は沢内村と合併したくなかった。北上市に話を持ち掛けたが、断られた。湯田
町の人たちは、沢内村を文化的に遅れた地域だと思っている。しかし、沢内村に
しても、国や県に対する依存体質から抜けきらないかぎり、合併は成功しないと
思っていた。
■Ｑ５－Ａ
財政問題については同じような認識をもっていたので、合併特例法があるうち
に自立しようという意識はあったが、お互いのプライドが邪魔して、懸案事項は
ほとんどが先送りされ、庁舎の位置など、現在でも解決されていない課題が数多
くある。それでも、合併特例債を活用して多くの事業が実施された。病院、水
道、橋梁などのインフラの整備に活用された。
■Ｑ６－Ａ
合併によるプラスの効果、マイナスの効果ということであるが、分野ごとにプ
ラス、マイナスの効果がでていると思うし、合併特例債を活用した事業について
は成果がでているように思う。しかし、庁舎の位置をめぐる議論などさまざまな
問題がでてきている。
合併によって数が増えた公共施設、特に、温泉施設については、それぞれの事
情から解決の目途はついていない。しかし、湯川温泉地区の取り組みを見ると
き、逆説的に問題を解決できないのはなぜなのかを考える必要がある。
合併以降の成果としては、湯田牛乳公社の新製品の開発、西和賀高校の「雪灯
り」（町ぐるみの冬の一大イベント）（関連）の取り組み等いくつかあるが、根付
いているのは花卉の栽培ぐらいである。乳牛にしても肉牛にしても担い手が減少
している。湯川温泉地区の取り組みのような発想が必要であるが、他の地区で
82

は、そうした状況にない。
■Ｑ７－Ａ
合併についての評価だが、悪かったといっていいと思う。国や県がどうのこう
のではなく、住民もふくめ、合併の渦中にあった人たちの合併に対する覚悟が十
分ではなかった。意識も低かった。自立に対する明確な目標がないままに合併し
たところがある。
■Ｑ８－Ａ
合併特例法があるうちに自立しようということで合併したが、そのようにはな
らず、懸案事項が先送りされたままで、財政的には元に戻ってしまったような気
がする。西和賀町が今後どのような展望によって進んでいくかとなると、人口規
模、財政規模でも、先行きは明るくはないように思う。病院は新しくなったが、
人口減少がさらに進むとお荷物になりかねないところがある。人の流れはどんど
ん広域化しているが、他方で、バス路線が確保できない状況になっている。当面
は、懸案事項の解決に取り組まざるをえない。
Ⅲ 所見
合併の成果はそれなりには確認できているが、諸般の事情から明確な方向性を見
いだせないまま現在にいたっている課題を数多くかかえており、こうした現状に対
しての率直な考えの表明であったと思う。地域医療（沢内病院）や障害者福祉など
の面で、合併後も継続して優れた実績をあげるものの、旧湯田町民はそれほど理
解、評価していないのではないかと思われる。他方で、旧沢内村民においては深沢
晟雄の遺産にしがみついてきたために、国に対する依存体質が抜け切れていないと
いう指摘には厳しいものがある。
合併は悪かったという認識であることからすれば、条件闘争によって急場をしの
ぐのではなく、むしろ、沢内村のプライドを維持するという点から、合併をしない
という選択をなぜしなかったのかについて明らかにできなかったのは残念である。
この点をあえて推察すれば、
「社会教育」というキーワードがヒントであろう。プ
ライドと現実の厳しさのギャップのなかで、村職員や村民の意識醸成の点で社会教
育が十分に機能していなかったということではないだろうか。だとすれば、高橋氏
は、村長の前は村教育長であったので、自戒の念が込められていることになろう。
（聞き取り 2021 年３月８日）

５

花巻市（旧東和町）

Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 中村勝吉
２ 職
位 東和町議会議長
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）５月～2006 年（平成 18 年）12 月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
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花巻市は、花巻市、石鳥谷町、大迫町、東和町と１市３町での合併ということ
で、攻めてきた。ところが、東和町長は、長年の経験から慎重だった。そのう
ち、宮守村からの話がきた。遠野市とのことはあったが、話は聞いた。大事なこ
となので、町民も巻き込んでの議論が必要だということで、小学校単位で説明会
を開いた。町長には組み合わせについてさまざまな案があったようだが、県内外
に合併を選択しない自治体もでてきて、状況を見るということになった。しか
し、最終的には、１市３町での合併に落ち着いた。
■Ｑ２－Ａ
予想通りのこともあれば、そうでないこともあったが、効果という点では、橋
の架け替えが典型的だと思う。単独ではとてもできない事業があっという間にで
きた。小学校の建設予算も前倒しで付いた。旧東和町役場も総合支所という形で
一新された。大型予算が短期間に付くというのは合併の効果だと思う。
しかし、住民の声が届きにくくなっているとか、住民サービスが低下している
といった問題がでてきた。職員の配置自体は適正なのだと思うが、住民からする
と、地域のことを知らない職員が増えた。他方で、市長が打ち出した政策、地域
課題を地域で考え、解決するという政策は地域自治の点でそれなりに効果があっ
たと思う。
■Ｑ３－Ａ
行財政基盤を強化するための手法、行財政基盤を中長期的に維持していくため
の手法ととらえているが、旧東和町では、地域おこし、地域づくりに力を入れて
きたこともあり、全体としての効率化も大事だが、地域の特性を活かした政策展
開もまた重要である。旧東和町で実施してきた事業、施設運営については継続し
てやってもらっているが、人口減少が加速している。過疎地域はさらに過疎化し
ている。旧東和町だけでなく、花巻市内の街中もシャッター通りになっている。
このような状態を考えると、基礎自治体のあり方をもう一度考えなければならな
くなる。行財政基盤が強化される前に、空洞化している。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
町長は慎重だったが、合併の必要性はある程度は認識していたと思う。要は、
東和町の特性がどれだけ配慮されるかということであるが、合併自体は飴（ア
メ）と鞭（ムチ）の政策の様相を呈していた。
■Ｑ５－Ａ
合併の枠組みについては、当初、宮守村が加わったことによって一時的に右往
左往したが、最終的には、花巻市を中心としたものになった。議会については、
在任特例の期間中の議員数が県内で最も人数の多い議会になった。新しい議会に
なっても、旧東和町選出の議員は同じ会派という意識でまとまって行動した。そ
のことが功を奏してさまざまな事業に予算が付いたこともある。
■Ｑ６－Ａ
東和町選出の議員が会派のようにしてまとまって行動したこともあるかもしれ
ないが、旧東和町だけでなく、地域の特性を活かした政策展開を提案してきたこ
ともあり、多くの分野で成果をあげることはできたと思う。もちろん、人口減少
が加速していることからすれば、過疎化がどんどん進んでいるといったことにお
いて、マイナス効果があらわれているように思われる。
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■Ｑ７－Ａ
基本的には、合併してよかったと思っている。旧東和町の特性を活かしたまち
づくりができているという点では、それほど問題はないと思っているが、議員の
役割という点では、一致団結してということがなくなってきているのが気がかり
だ。
■Ｑ８－Ａ
旧東和町の場合、近くで働くことができるところが少ない。サラリーマンだと
沿岸に通勤している人もいる。産業がないというのが最大の問題だ。果樹や畜産
を中心とした農業の活性化が必要だが、後継者がいない。農業は、先祖代々の農
地を守ることで精一杯だ。結婚しない人も多くなってきている。
旧東和町では、周辺部においてさらに人口減少が進むように思われる。少子化
が人口減少に拍車をかけているように思われる。また、人口減少のなかで職員の
削減がさらに必要となれば、自治体としての機能低下も一段と進むように思われ
る。周辺部の衰退への対策が急務であると思う。
Ⅲ 所見
旧東和町は、基幹となる産業がないということが大きな課題であったことから、
住民自治を基盤に独自のまちづくりに取り組んできた。このことが合併によって形
骸化していくのではないか、という危惧はあったようだが、継続性は一定程度維持
されているように思う。そのための議員の活動も見逃すことができない。しかし、
基幹産業がないということからくる人の移動は東西にわたっている。また、周辺部
での過疎化も進行している。北上市への工場立地で恩恵を受けている部分もあるよ
うだが、花巻市全体を考えると中途半端な状態にとどまっているというのが印象で
ある。旧東和町が実施していた事業の継続性に尽力したことは分かるが、人口減少
を考えてのさらなる展望については十分に明らかにならなかった。周辺部に位置す
ることから、過疎化の問題をふくめ、旧東和町としてどのような方向性を目指して
働きかけるのかについて展望がほしかった。状況からすると、周辺部の過疎化はさ
らに進み、旧東和町が目指してきた自治を維持できないような状態にあるように思
われる。この点での危機感は具体的に明らかにはならなかった。
（聞き取り 2021 年２月 18 日）

６

洋野町
(1)旧種市町
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 吹切美一
２ 職
位 種市町議会議長
３ 在職期間 1999 年（平成 11 年）12 月～2007 年（平成 19 年）４月
＊新町の議会議長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
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■Ｑ１－Ａ
種市町の場合、紆余曲折はあったが、合併してよかったと思っている。種市町
は、合併はともかくとして、どちらかというと、八戸市の方を向いていたが、大
野村は、久慈市の方を向いていた。大野村に対しては、九戸郡、久慈広域という
形でさまざまな視点から説得策を講じたが、いずれにせよ、基本的には、久慈広
域の６市町村（久慈市、野田村、普代村、大野村など）での合併となる。しか
し、事は簡単には運ばなかった。最終的には、大野村との合併となった。
■Ｑ２－Ａ
問題点・課題はさまざまあると思うが、10 年が経過してみると、病院、道路、
公共交通をふくめ、だんだん、洋野町になってきていると思う。合併前後には反
目もあったが、久慈市も旧種市町に対して親近感を持つようになってきたように
思う。特に、震災を経験したことが契機になったように思う。
■Ｑ３－Ａ
合併は、行財政基盤を強化する、中長期的に維持するというのが目的であった
が、現状では、果たして規模の点で十分なのかというと、今後は、広域行政、広
域連携をさらに拡大しないと人口減少には対応できないと思う。合併ということ
ではなくても、県境越えた広域行政を考えなければならないかもしれない。観光
でも、他の分野でもだ。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
久慈広域連合はあったが、種市町の住民は基本的には八戸市の方を向いてい
た。仕事をふくめ生活の大部分が八戸市との関係で成り立っていたところがある
ので、合併という点ではやはり八戸市を向いていた。半農半漁という生活が基本
である。大野村とは、産業構造に違いがある。しかし、大野村は、久慈市の方を
向いていたので、合併の方向性をさぐるという点では、種市町と久慈市との確執
もふくめ、さまざまな要素を考えなければならなかった。
■Ｑ５－Ａ
久慈広域連合を基盤とした全体での合併が崩れたことによって、合併の対象と
しては大野村ということになったが、大野村が久慈市との合併を考えていること
から、あの手この手での説得工作が必要となった。キャッチフレーズ的には、海
があり、山がありという形で、それぞれの特性を活かした合併を構想するという
ことにそれなりの夢が持てるようになった。
合併協議において重視した事項、難航した事項と合意にいたらなかった事項に
ついてだが、庁舎の位置、新自治体の名称、住民サービス、水道料金、議員報酬な
ど、難航したものが多かった。地域の特性を活かした地域自治など、地域に関する
問題についてはあまり意識していなかった。自分たちでできることは自分たちで
やるということが定着していたためだろうと思う。ということから、合併後には、
地域の声が届くようにするということで地域審議会を創設した。
■Ｑ６－Ａ
合併のプラス、マイナスの効果はさまざまにあると思う。合併特例債は、小学
校、給食センター、下水道整備などに活用した。合併とは直接関係ないが、地球
温暖化の影響なのか、特に、最近では、昆布類はほとんど取れなくなってしまっ
た。海産物資源の生産を維持できるような環境整備をどのようにするかを考えな
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ければならない。
■Ｑ７－Ａ
紆余曲折はあったが、種市町の場合は、合併してよかったと思っている。た
だ、合併としてはよくても、さまざまな要件を考えると、最適かどうかという
と、そうとはいいがたいところがある。
■Ｑ８－Ａ
久慈広域の６市町村の合併ということであったが、結局、種市町の場合、大野
村との合併にとどまった。合併はともかく、種市町が当初志向したように八戸市
をふくむ県境を越えた広域行政の方向性をさぐる時期に来ているように思う。
Ⅲ 所見
久慈広域６市町村の合併から２町村の合併に落ち着いたということであるが、６
市町村のそれぞれの思惑が、単独もふくめて、最適なものであったのかどうかとな
ると何ともいいがたいところがある。人口減少は予想されたことであるが、そのこ
とを考えての合併ではなく、行財政基盤を強化するためには合併しなければならな
いということだったために、中長期的な展望を欠いたままの合併だったというのが
印象である。そのため、ご自身の合併評価とはうらはらに、庁舎（分庁舎方式）や
副町長の２人制（うち１名は旧大野村出身）など、旧町村の自治を尊重するような
システムが長期にわたって継続していたといえるのかもしれない。この点は、客観
的に見極める必要がある。当事者としてはやむをえないところであるが、広域行政
に対する志向があることからすれば、それも県境をまたぐということであれば、早
急に、そのような方向での展開を考えなければならないのではないか。東日本大震
災後の広域レベルの観光振興や、復興道路と称される三陸沿岸道路（八戸・久慈自
動車道ほか）の開通などをみると、南北方向の広域対応の強化が不可避となってい
ると強く思うしだいである。
（聞き取り 2020 年 12 月 27 日）

(2)旧大野村
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 佐々木祥吉
２ 職
位 大野村長
３ 在職期間 1998 年（平成 10 年）3 月～2005 年（平成 17 年）12 月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１-Ａ
平成の市町村合併は、少子高齢化による人口減少、国・地方の財政の悪化、地
方分権の推進などへの対応のための行財政改革や基礎自治体としての体制強化な
ど、時代の要請として行わざるをえなかったものと認識していた。
結論から言えば、他の事例を見れば、合併をしなくても何とかなったような気
がする。広域行政を行っていたことから、合併の可能性はあったと思うが、動き
出してみると、野田村と普代村、久慈市と山形村という組み合わせが出てきて、
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種市町と大野村はどうするのかということになった。
振り返ってみると、自治の力、住民の力、あるいは地域力といったことを考え
ると、合併によってそうしたものが失われてしまったように思う。地域特性を活
かした政策展開を志向したことはいうまでもないが、十分な成果をあげることが
できたかというと何ともいえない。
■Ｑ２－Ａ
合併の効果といったとき、旧大野村において実現されていた住民自治、旧大
野村が時間をかけて鍛えてきた住民の力、地域の力が合併によって徐々に奪わ
れていったように思う。見方を変えると、規模としては小さな自治体ではある
が、洋野町においては、そのようなものが推進されてこなかったということで
ある。行財政基盤の強化ということは分かるが、それは小さな自治を無視する
もの、軽視するものであった。
■Ｑ３－Ａ
合併については、人口減少と少子高齢化の進行を念頭におくとき、確かに、行
財政基盤を強化するための手法、行財政基盤を中長期的に維持していくための手
法といった視点から考えるべきであろうが、旧大野村の考え方からすれば、そう
はいっても、やはり、小さな自治をいかにして実現し、維持するかということを
第一に考えるべきであろうと思う。それがないところでは、基礎自治体の意味は
ないように思う。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
久慈広域連合、一部事務組合に参加していたことから、広域行政の問題をどう
するかということで、広域連携の延長という視点から、一体化としての合併に関
する議論がはじまった。しかし、合併となるとそれぞれの思惑が絡み、紆余曲折
がはじまった。議員の勉強会なんかでも、合併ありきという議論になり、単独と
いう形は消えていった。
大野村にとっては、選択肢は久慈市か種市町以外にはない。種市町は久慈市と
は関係がよくない。ということで、種市町と大野村という枠組みができてくる。
しかし、住民アンケートでは、文化的にも、人的にも、久慈市との交流が大きか
ったことから、久慈市との合併希望もかなりあった。
大野村としては、当時村長として明言したように、種市町との合併は過渡的な
ものであり、将来は広域での合併が必要だという認識があった。住民の皆さん
も、その点を理解してくれたものと思っている。
■Ｑ５－Ａ
紆余曲折を経て、結局、種市町との合併ということになった。本庁の位置、新
自治体の名称等々多くの課題があった。例えば、新しい町の名称には旧町村の名
称を使わないこととか、旧大野村に分庁舎をおくにしても、分庁舎にどのような
部署をおくかということを具体的に検討した。旧大野村で実施していた制度も取
り入れた。
■Ｑ６－Ａ
合併によるプラスの効果とマイナスの効果という点ではいろいろあると思う
が、住民の皆さんがそれぞれの分野で一生懸命に頑張っている。政策展開に多少
の偏りがあるのはやむをえないと思う。新町建設計画においても、旧大野村に配
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慮していただいた部分はそれなりある。大きな課題は、震災も関係して、どちら
かというと、旧種市町のほうにあるように思う。
■Ｑ７－Ａ
合併してよかったかどうかというと、成果はまだ分からないというのが正直な
ところである。特に、地域づくりの点で追いついていない。他方で、自治という
点では、住民の意欲、活力が衰えたというのが実感である。種市町と大野村の合
併にとどまらず、２つの自治体が合併する場合、やはり、大きな方が勝ち組で、
小さな方が負け組になっているような印象を受ける。合併しなかった普代村、野
田村、九戸村、軽米町の方が頑張っているように見える。
■Ｑ８－Ａ
合併からそれなりの時間が経過しているが、合併した自治体にしても、合併し
なかった自治体にしても、ものすごい勢いで人口が減少している。合併に原因が
あるわけではないが、減少幅という点からすれば、小規模な方が大きい。人口は
減少するにしても、大事なのは、地域自治あるいはいわゆる小さな自治をどうす
るかということである。地域意識、自治意識の形骸化が人口減少に拍車をかけて
いるように思われる。
Ⅲ 所見
最終的に、種市町との合併となったが、人口規模、財政規模の点では、久慈広域
全体を考えると、大きなものではない。しかし、両者の間にも、規模の差が歴然と
してある。大きな方が勝ち組で、小さな方が負け組だというのは印象的である。２
つの自治体が合併した場合の思いを吐露したものである。大野村の特性を活かすと
いう方向で進んではいたが、時間の経過とともに、一体化が進むにつれて、政策展
開における意識が希薄になっていったことの証左であろうと思う。
人口規模、財政規模の点では、安泰ということではなく、人口減少にともなっ
て、再び、同様の事態が明らかになってきていると思うが、旧大野村の視点からす
ると、展望を開いていこうとする気迫があまり感じられない。合併による地域意
識、自治意識の形骸化が人口減少に拍車をかけているという認識があるように思
う。しかし、人口が減少しても地域は地域としてかろうじてでも存続していること
を考えると、小さな自治をどのようにして活性化して、維持していくかを考えなけ
ればならない、ということを改めて実感させられる応答であったように思う。
（聞き取り 2021 年１月 20 日）

７

二戸市
(1)旧二戸市
Ⅰ 対象 者
１ 氏
名 西野平次
２ 職
位 二戸市議会議長
３ 在職期間 2001 年（平成 13 年）４月～2005 年（平成 17 年）12 月
Ⅱ 回答
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１

市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
全国市議会議長会で地方財政担当の委員長をしていたこともあって、合併の必
要性については個人的には大いに理解していた。二戸地区では、５市町村（浄法
寺町、一戸町、軽米町など）で何とか合併したいということから、首長、議長で
１年くらいかけて議論をした。しかし、それぞれの思惑もあり、最終的には、二
戸市と浄法寺町の２つだけとなった。昭和の合併と比べると、住民の熱意が全く
違っていた。当時は、何とかして市になりたいということであった。今回は、財
政危機を乗り切って、将来を展望するために合併が必要だといっても、確かに、
合併特例債はあったが、市民、住民の盛り上がりはなかった。

■Ｑ２－Ａ
二戸市は、市とはいっても、合併しても規模はあまりかわらない。合併の効果
についても、周りの町村と大差はない。ただ、合併しなかったら、少子化高齢化
がますます進み、状況はさらに悪化していたように思う。その点では、現状から
して、効果はあったのではないかと思う。特に、行財政、職員の配置といった点
では効果が出ていると思う。行政サービスについても、サービスの低下には一定
の歯止めがかかっている。ただ、地方交付税の交付の仕方については、地方のこ
とをもっと考えてもらいたいと思っている。
■Ｑ３－Ａ
職員も、議員も減っている点では、行財政の効率化は進んでいるが、当初期待
したよりは、進んでいないように思う。ただ、人口減少、少子高齢化には歯止め
がかかっていないので、今後は、二戸市だけでなく、広域行政がますます重要に
なるように思う。岩手県としては、特に、県北地域をどうするのかということが
基本になければならない。面積も広くなるし、情報通信、交通の問題が前提にな
ってくると思う。また、合併にとどまらず、自治体の多様化に見合った改革が必
要になってくる。行政だけでなく、市民、住民にも、特に、若い人たちにも基礎
自治体の将来について関心を持ってもらいたい。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
当初は、５市町村での合併を考えていたが、結局、浄法寺町との合併にとどま
ったのは、浄法寺町における危機意識の問題があったように思う。当時、浄法寺
町は火葬場を持っていなかった。５市町村での合併が決まれば、広域で１つとい
うことで済んだと思うが、合併が決まらなかったために、一戸町が作り直すとい
うことになり、二戸市は二戸市で作るということになったために、浄法寺町の問
題が残った。結局、合併協議の中で、火葬場をどうするかという話になった。他
にも、給食センター、学校の老朽化の問題があり、合併のなかで処理した。浄法
寺町としては、当時の状況からして、合併は避けて通れない選択肢であったと思
う。ただ、５市町村での合併に引きずられて時間が経過したという面がある。
■Ｑ５－Ａ
二戸市と浄法寺町の合併ということになったが、編入合併という側面もあった
ので、対等合併という視点において浄法寺町の不安材料をできるかぎり取り除く
という形で進めた。財政規模が違うので、問題になったのは保険料ぐらいで、双
方が納得できる範囲で協議を進めた。議員定数、議員報酬についても、最終的に
は解決できた。その他についても、浄法寺町の町長は、浄法寺町にとって有利な
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条件を引きだすことができた。二戸市の側でも、その点については配慮があっ
た。対等合併（新設合併）となったが、合併によって、浄法寺町単独ではできな
かった多くのことが合併によって実現できたのではないかと思う。
■Ｑ６－Ａ
職員も、議員も減っているという点では、行財政の効率化は進んでいる。た
だ、市役所を中心とした地域経済の活動がどんどん縮小している。ただ、浄法寺
町にとっては、漆（振興）の面で、合併による効果がかなりあったと思う。浄法
寺町として推進するよりも、二戸市の産業として取り組むことによる効果は大き
い。
■Ｑ７－Ａ
合併の効果は双方にとってそれなりにあったと思う。しかし、人口減少がさら
に進んでいることから、やはり、現状では、合併してよかったのかどうかという
と、何ともいえないところがある。５万人を切ったところで限界が見えてくる。
■Ｑ８－Ａ
人口減少と少子高齢化の進行、合併によるプラスの効果とマイナスの効果をふ
まえたうえでの今後の課題と展望ということであるが、人口が目に見えて減少し
ているので、現状では、課題は増えていくという展望はあるが、課題を解決する
ために何をすべきかという点からすると、広域行政のさらなる推進となる。しか
し、県北全体を考えたものでないと効果はないと思う。二戸市というよりも、県
北全体を考えた岩手県の展望を期待したいところである。
Ⅲ 所見
最終的に、二戸市と浄法寺町との合併ということになったが、人口規模の違いも
あって、二戸市にとっての合併となると成果があまり見えないように思われる。二
戸市にとっては、浄法寺町の資源である漆と天台寺をうまく活用して、二戸市全体
のブランド化を図るということだったのだと思う。漆と天台寺についての事業展開
は良好に進んでいるものと思われる。それに対して、二戸市内部における活性化方
策は遅れている印象を受ける。二戸市内の市街地の空洞化も進行している。人口減
少が大きな要因ではあるが、合併による成果はそれほど出ていないように思う。人
口規模からして、十分な成果が期待できるような条件ではないため、むしろ、持続
可能性をどのようにして達成するかというところでの政策展開を期待したが、実際
には、非常に厳しい状況が待っているような気がしてならない。
（聞き取り 2020 年 12 月 13 日）

(2)旧浄法寺町
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 清川明彬
２ 職
位 浄法寺町長
３ 在職期間 1998 年（平成 10 年）１月～2005 年（平成 17 年）12 月
Ⅱ 回答
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１

市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
当選後、最初の合併特例法の下で 1999 年４月に合併し、「平成の大合併」の先
駆けとなった兵庫県の篠山市（当時、2019 年５月に丹波篠山市に市名変更）に視
察にいった。その後、次第に合併の空気を感じるようになった。合併するとどう
しても飲み込まれるという意識から、頑張れるところは頑張ろう、浄法寺として
できることをやっておこうということで、さまざまな事業を行った。当時、役場
庁舎が古くなっていたので、種市町と普代村に視察に行ったが、予算の面で非常
に厳しかった。庁舎だけでなく、浄法寺町の特性を活かしたさまざまな事業を行
った。そのうち、少子高齢化で税収は少なくなる、行政サービスは高まるという
状況だった。
当時は、合併しても地獄、合併しなくても地獄といわれた。いずれ消滅するの
だから、行政規模を大きくする以外に方法はない。合併しないと立ち行かなくな
るということで、二戸市長が危機感をあおった。実際には、二戸市の財政状況も
よくなかった。町議会の議員たちの間でも、合併しろという空気が強かった。
合併とはいっても、１対１では効果がないということで、５市町村での合併を
考えたが、任意協議会から法定協議会に移行すると、九戸村が離脱した。最終的
には、二戸市との合併ということになった。ただ、合併するからには、対等合併
ということであれば、当然、条件闘争になるので、かなりの努力をした。

■Ｑ２－Ａ
合併は、当然、効果を生むものでなければならない。効果を測るために地域審
議会を立ち上げた。町内の各分野から代表を集め、二戸市の執行部に対して質問
をしたり、進捗状況を問い質したりした。地域審議会の意義は大きかった。
評価できる点もあるが、そうでない点もある。例えば、合併による行財政の効
率化の前提となる職員数の削減については、新市建設計画では、15 年後に３割削
減するとなっていたが、削減は進んでいるものの、職員の質は向上していない。
■Ｑ３－Ａ
合併にあたっての危機感という点では、やはり、財政の危機だった。特に、少子
高齢化が財政危機の大きな要因であった。財政危機を乗り越えるということでは、
５市町村での合併が最も効果的、効率的であると考えた。少子高齢化のなかで行財
政基盤を中長期的に維持していくためには、やはり５市町村での合併が望ましか
ったが、実際には、二戸市との合併に終わった。基礎自治体の将来という点でも同
じだと思う。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性については、篠山市を視察した時から感じていた。少子高齢化の
進展にともなう財政的な危機感が大きかったが、県からの指導という点では、県
の地域振興部長が地元出身だったこともあり、非公式ではあるが、圧力を感じ
た。
■Ｑ５－Ａ
合併の過程で特に重視した事項としては、住民の合意形成だったと思う。座談
会を何回も開催して意見を聴取した。議会との関係では、むしろ、合併への圧力
があったことから、首長として強く反対する自信はなかった。協議の過程で、町
名を残すことについてはかなりの努力をした。振り返ってみると、合併の成果と
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しては、町名を残したということが大きかった。天台寺にしても、漆にしても、
やはり、浄法寺町という町名が残っていることに意味がある。浄法寺町のプライ
ドも保つことができる。
■Ｑ６－Ａ
合併によって、地域社会がどのように変化したのか、合併は住民生活にどのよ
うな影響を及ぼしたのか、合併によるプラスの効果とマイナスの効果はどうかと
いう点では、漆に関しては、プラスの効果が十分期待できるにもかかわらず、地
元の反応、意識は十分とはいいがたいところがある。苦情は言うが、プラスの効
果を生みだすという努力は足りない。合併特例債を活用して小学校を新築した
が、合併の効果だと思う。しかし、ハコモノには維持経費がかかる。二戸市民と
しての一体感という点では、７割から８割はそのように意識しているように思
う。
■Ｑ７－Ａ
合併後も財政的には非常に厳しかった。総務省に直談判して何とか窮地をしの
いだこともあるが、評価という点では、「まあまあよかった」と思う。
■Ｑ８－Ａ
少子高齢化が進むなかで大事なのはやはり産業の活性化だと思う。活性化があ
ってはじめて財政的にも余裕がでてくる。葉タバコにしろ、林業にしろ、状況は
厳しい。天台寺を核とした観光については、瀬戸内寂聴さんのおかげもあり、展
望はあると思う。
Ⅲ 所見
人口規模、財政規模が大きく違う二戸市との合併ということから、浄法寺町の持
っている資源を最大限活かした合併の方向性を探ったという点では、漆にしろ、天
台寺にしろ、浄法寺町としての成果を得ることはできたように思う。情報発信とい
う点でも資金力がそれなりにものをいったものと思われる。ある意味で、条件闘争
が功を奏したというところであろう。しかし、他方で、葉タバコにしろ、林業にし
ろ、後継者不足もあって、漆と天台寺に特化するにしても、十分な成果をあげるこ
とができるとはなかなか思えない。他方、浄法寺地区における風力発電の振興に言
及されていた（県企業局が二戸市浄法寺町と一戸町高森高原地区の 2 箇所で風力発
電所を運転している）
。雇用創出や補助金依存などいろいろ議論の余地があるとし
ても、そうした新たな地域資源に目を向ける必要がある。税収面でもメリットがあ
る。そうでないと、人口減少、少子高齢化、後継者不足のなかで地域活性化の手立
ては何かについて展望は見えないであろう。
（聞き取り 2020 年 12 月 13 日）
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８

久慈市
(1)旧久慈市
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 山内隆文
２ 職
位 久慈市長
３ 在職期間 2003 年（平成 15 年）５月～2014 年（平成 26 年）３月
＊新市の市長を含む
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
久慈広域連合において、介護保険、高齢者福祉等の分野で広域行政をやってい
たこともあり、そのことを受け、広域行政をさらに拡大できないか、連携できる
分野がまだほかにもあるのではないかと考えていた。この点については、広域行
政研究会を６市町村で開催していた。合併は、研究会での議論の積み重ねのなか
で俎上にのぼってきた。
私が志向していたのは久慈広域 6 市町村による合併であったが、広域行政研究
会における議論のなかで次第に明らかになっていったのは、合併の枠組みの違い
であった。種市町長と大野村長は両町村の合併、野田村長は普代村との合併、私の
考えに近いのは山形村長と普代村長であったと捉えている。ただ、野田村民は久
慈市との合併を望む方が多く、また大野村においては、久慈市との合併を志向す
る議員が多数を占めるとともに、大野村民の大方の意向も久慈市との合併に傾い
ていたのではないかと捉えていた。しかし、野田、大野両村内における様々な経緯
を経て、野田村は合併協議に加わらないとの選択、大野村は種市町との合併協議
を選択するに至った。
こうした状況のなかで、久慈市・山形村による合併協議会が組織され、両市村で
協議が進めてきたが、途中で野田村長より当合併協議会への参加が表明されたこ
とから、これを受け入れ、久慈市・山形村・野田村による合併協議会を発足させた
ところであった。新設合併や合併日時など合併に関する基本事項や詳細について
協議が進むなか、野田村長から突然離脱の意向が表明されたことから、再び久慈
市と山形村による合併協議を進め、久慈市・山形村の合併に至ったところである。
■Ｑ２－Ａ
広域行政研究会や久慈広域連合等を通じての議論を経て、合併の必要性が各首
長の共通認識となっていった。当時、国では地方財政のあり方について議論が進
められており、地方自治体にとってはきわめて厳しい局面にあったが、各種合併特
例制度を活用するという方向で協議が進み、新市建設計画が策定された。策定後に
おいては財政措置も含め計画通りに進めることができたと考えている。
合併に伴い、周辺部の活力喪失が課題と指摘されていたことから、山形地区に
おいては遅れていた上水施設の更新および配水地域の拡大や情報通信基盤の整
備、道路網の整備等について傾斜的に財政措置を行った。また、山形総合支所を置
き、行政サービスの低下を招かぬよう配意するとともに、地域コミュニティ振興
事業においては、山形枠を創設し、その執行は総合支所長の判断とするなど、可能
な限り地域の要望等に即応できる体制とした。
新市誕生後の取り組みの一つに教育旅行の拡大がある。これは山形地区を実践
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場所として始めたものであるが、現在では侍浜地区等においても実践されており、
交流人口拡大につながっていると捉えている。また、平庭闘牛の知名度は合併前
に比べ格段に上がっているところであるが、これも合併効果の一つと捉えている。
全市的に言っても人口減少が続いているが、観光分野も含め各産業分野の後継
者育成策を充実し、定住人口の急減を防ぐとともに、交流人口の拡大に努める必
要があると考えている。
■Ｑ３－Ａ
少子高齢化、人口減少が進むなか、久慈広域連合、広域行政研究会における議論
などを踏まえると、行政の広域化はさらに進める必要があると捉えている。既に
行われていた広域行政分野に加え、観光交流・社会教育・福祉分野の広域行政化の
可能性を構想し、思いを巡らしていた。各自治体が所有する施設等の有効活用が
図られることや、人的資源の機動的活用が図られ、住民サービスの向上に繋がる
と考えていたからである。
三陸沿岸道路（自動車専用道路）の開通・全通を見据えれば、時間・距離は大
幅に改善されることなどから、久慈広域圏内におけるさらなる広域行政化に加
え、他の地域、例えば八戸圏域・二戸圏域をも視野に入れた連携を志向すべきと
考えている。
。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性については概ね、財政的危機感、高度化・多様化する行政需要、広
域行政への対応、地域の活性化を目指して等々をその根拠とすべきと認識してい
た。
合併に伴う国の財政措置等により、新市建設計画はほぼ達成の見通しを立てる
ことができた。また、行政に携わる人的資源の機動的配置により、合併前に比べ行
政効率が上がり、十分とはいえないまでも多様化する行政需要に幾分なりとも応
えることができたと捉えている。しかし、その後の市長交代により固定的経費が
増大し、財政の硬直化が進み始めていることから、投資的事業や市民活動に対す
る公的助成が縮小傾向にあることを懸念している。
地域の活性化については、地域コミュニティの活性化と地域経済の活性化がテ
ーマになると捉えていた。前者の地域コミュニティの活性化については前述した
とおり、地域の自発的・自律的事業運営の機運を高めるため、地域コミュニティ振
興事業や市民協働事業等を制度化し、その活用を促してきたところである。後者
の地域経済の活性化についてであるが、企業誘致に加え、未利用・低利用資源の発
掘・利活用を施策の主要テーマに据えていた。第一次産業分野における低利用部
位・白樺樹液・再生可能エネルギー等がその一例である。
また、行政の広域化といった視点に加え、二次経済圏の拡大といった視点も重
要と捉えている。経済圏域が広がることにより、起業・創業の機会や職業選択の
自由度が高まり、地域経済活性化や定住人口確保につながると考えているからで
ある。よって、今後においても久慈広域管内はもとより山形地区に隣接する葛巻
町、山根地区や普代村に隣接する岩泉町、さらには八戸・二戸・宮古圏域などと
の経済交流を志向しながら地域の活性化を図るべきと考えている。
■Ｑ５－Ａ
合併に関して重視したことは、住民ならびに関係自治体の合意形成、住民自治、
周辺部への配慮、住民サービスの向上等である。
合意形成についてであるが、当初から対等合併すなわち新設合併方式を提唱す
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るとともに、旧町村役場には総合支所を設ける旨の提案をするなど、合併に伴う行
政サービスの低下を招かぬよう意を用いた。また、合併に関する地域住民・議会議
員との直接・間接対話を行うなど合意形成に心がけてきたところである。
住民自治、周辺部への配慮等については前述の通り、総合支所を配置するととも
に、地域コミュニティ振興事業や市民協働事業を創設し、その執行は総合支所長の
判断とすること等を提唱した。
また、旧山形村との合併後においては旧村長を参与として迎えたほか、旧村の
特別職にあった方々を部長職として任用するなど、旧村の考え方を市政運営に反
映することに努めた。また、旧村において整備が遅れていた上水道や通信基盤
等々社会資本整備に意を用いるとともに、地域資源の利活用を通じた活性化を図
ってきたことは前述のとおりである。
■Ｑ６－Ａ
合併による効果について、現職を離れている立場であるので根拠をもって明示
するのは難しいが、一体感はそれなりに醸成されつつあると捉えている。平庭闘
牛は旧市民にも広く知れ渡ってきたし、白樺樹液由来の商品開発などについても
旧市村境を超えた取り組みが見られるようになってきた。また、合併前は域内に
とどまっていた受注機会が合併によってエリア拡大したことに伴い、その機会が
増大した業種もあると捉えている。
一方、人口減少や商業の衰退が指摘されているが、それが合併に起因するもの
と断言できるかどうかについてはその判断材料を示すことは難しい。
今言えることは、合併結果の是非を論じることに加え、今ある姿を前提に、広域
行政のあり方や広域的経済圏の視点から活性化について全市を上げて議論するこ
とが重要と考えている。
山形地区が有する教育旅行等に携わる方々をはじめとする人的資源、平庭高原
などの自然景観資源、あるいは塩の道や平庭闘牛等の文化資源、山形短角牛や森
林・製炭等の第一次産業資源などを活かしたまちづくりを進めるならば、山形地
区は高いポテンシャルを示すことができると捉えている。久慈市全体についても
同様のことが言えるのではないか。
■Ｑ７－Ａ
新市建設計画に掲げられた各事業の進捗状況や旧市村民の交流状況などに照ら
し合わせて判断すると、合併時に構想していたイメージと現状との比較について
はほぼ同じと捉えている。
しかし、合併に起因するものか、あるいは他に起因するものかどうかの判断は
難しいが、山形地区における商業分野の衰退が大きいと捉えており、この点に焦
点を当てた事業展開が必要と考えている。
また、市長交代に伴い固定費が増嵩傾向にあり、財政の硬直化が進んでいると
捉えており、市民活動等に対する助成事業の縮減や投資的事業の展開がタイトに
なっていることなどが活性化に対する懸念材料といえるのではないか。
■Ｑ８－Ａ
かねてから人口規模 8 万人程度の自立的経済圏の確立が必要と考えてきた。起
業・創業の機会や職業選択の自由度が高まり、地域経済活性化や定住人口確保に
つながると考えているからである。また、広域行政にさらに取り組む必要がある
と考えており、とくに観光交流・社会教育・福祉分野等の連携について直ちに議論
を深めるべきと捉えている。
自立的経済圏の確立と広域行政課題の拡大に並行的に取り組むなかで、その延
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長線上にさらなる合併という議論が生まれてくることが望ましいのではないか。
久慈市と山形村の合併は既述の通り一定の効果を上げ、加えて旧市村それぞれ
に新たな視点や発想する力を与えてくれたと判断しており、課題があることは否
定できないが概ねこれを是としたい。
新市誕生後、東日本大震災が発生したことが新市建設にとり大きな変動要因と
なった。負の要因はもちろん大きなものがあるが、一方、防災、交通、通信の基盤
等の進捗が見られ、これらは正の要因になるものと捉えている。加えて再生可能
エネルギーに対する国の姿勢が前進し始めたことも正の要因になるであろうと捉
えている。
新市は森林資源、家畜資源、魚族資源さらには風力・波力など自然エネルギー等
の資源に恵まれた環境下にあることから、これらの資源を有効活用することによ
り地域の活力を引き出すことが主要テーマの一つになると捉えている。
いずれ新市建設計画策定時の議論に思いを致すとともに、賦存する人的・物的
資源の有効活用に努めることが課題解決の端緒になると考えている。
Ⅲ 所見
最終的に、山形村との合併にとどまり、山形村に配慮する政策展開を心掛けたと
いう点は適切な対応だったと思うが、人口規模はそれほど拡大したわけではない。
８万人程度の人口規模があれば、それなりの効果を期待できるところであったのか
もしれない。今回に限れば、合併特例債などの利点は確かにあるが、対応策も効果
としては限定的である。結局、規模の経済を考えたときには、広域行政のさらなる
展開が必要になる。
合併後の状況はやや厳しいという認識であるが、市長の職を離れてそれなりの時
間が経過していることから、合併の評価については責任をもって述べることはでき
ない。後継の市長による政策展開ということになれば、評価も限定的なものにとど
まらざるをえない。とはいえ、８万人という数字にこだわっている、また、重要な
政策課題を継続的に持っていることからすれば、いくつかの旧村の取り組みの広が
りが強調されているものの、合併の効果は十分にあらわれていないという認識なの
かもしれない。
（聞き取り 2021 年１月 21 日）

(2)旧山形村
Ⅰ 対象者
１ 氏
名 清水恭一
２ 職
位 山形村長
３ 在職期間 1999 年（平成 11 年）４月～2006 年（平成 18 年）３月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併当時は、小さな自治体で合併に積極的な自治体はなかったと思う。聖域な
き行財政改革によって基礎自治体を強くしなければならないということで、地方
交付税が年々減額され、合併がはじまった。国や県でも、人口 5,000 人未満とか
の自治体は必要ないということで、村内でも議論がはじまった。行政としては、
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民意にそってというスタンスだったが、議会は真っ二つに割れた。久慈広域圏に
は、４つの村があり、合併したくないというのが首長たちの意向だった。議会で
も何度も議論したが、ひとつにまとめるということはできなかった。
■Ｑ２－Ａ
久慈広域では、種市町と大野村、久慈市と山形村が合併し、野田村と普代村は
合併しなかった。県内では、他にも、小さな自治体で合併しなかったところがあ
るが、今振り返ってみると、合併は間違っていたのではないかという気がしてな
らない。というのは、新市建設計画で約束した事項がどの程度実現できているの
かについて誰も検証していないからである。今では、計画を見ることもなくなっ
てしまった。合併による効果というよりも、約束が守られてこなかったという思
いがある。県議会でも同様のことを主張したが、県でも十分に検証していない。
ありきたりの報告書を出して終わっている。
■Ｑ３－Ａ
久慈広域連合があることからしても、６市町村での合併がいいと思っていた
が、久慈市長は町村に対してリーダーシップを取ることができなかった。市長が
変わると状況も変わったが、野田村ありきの議論の展開となり、事態は錯綜し
た。県境をまたいでの八戸市との合併の話まで出たが、結局、久慈市と山形村の
合併に落ち着いた。
山形村では、住民アンケートからも合併推進派が多かった。特に、商工会の若
手の皆さんは合併に理解があった。しかし、商工会は最初につぶれるのではない
かという危惧はあった。
合併は基礎自治体の行財政基盤の強化、中長期的な維持が目的であったが、野
田村や普代村が単独でやっていけていることを考えると、強化とか維持といった
ことが何なのか分からなくなる。新久慈市は果たして行財政基盤を強化、維持し
ているのかといえば、山形村にとっては、大いに疑問である。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性という点では、国の行財政改革にしたがわざるをえなかったとい
うことである。昭和の合併を経験した年配の人たちは、急いで合併する必要はな
いということであったが、詳細な情報が出てこないところで、兵糧攻めにあって
しまった。確かに、広域連合はあったが、何を目指しての合併なのかというと、
兵糧攻めだといっても過言ではない。旧山形村の住民、特に、若い人たちの間で
は、合併は失敗だったという印象が強い。というのは、合併の目的が達成された
のかどうかというと、成果について十分な検証がなされていないために、達成度
を検証することができないからである。
■Ｑ５－Ａ
新市建設計画の策定にあたって重視した事項、難航した事項はある、また、引
き継いでもらったものもあるが、イベントのなかには風前の灯といったものも少
なくない。行政の問題というよりも、人口減少、少子高齢化が大きな影響を及ぼ
しているように思われる。特に、旧山形村の衰退は非常に厳しいものがある。も
ちろん、旧久慈市でも周辺部は衰退の一途をたどっており、内陸エリアの山根地
区（昭和の大合併において山根村は久慈町、長内町など６町村と合併して久慈市
となる）の衰退ぶりをみると、重なりはしないか気になるところである。新市建
設計画はあるが、周辺部に対する配慮は十分とはいいがたいものがある。また、
98

衰退傾向に対して何らかの手立てを行ったかというと、行ったとはいいがたい。
■Ｑ６－Ａ
合併が旧山形村にとって功を奏した部分は確かにあると思うが、全体的には、
独自路線を進むためには、野田村、普代村の例からしても、合併しなくても何と
かやれたのではないかと思う。合併のプラス効果、マイナス効果といっても、効
果の検証が行われていないところでは、印象の域を出るものとはならない。印象
レベルでは、効果が出ているものもあれば、出ていないものもあるということだ
ろうか。
■Ｑ７－Ａ
合併の評価という点では、合併しなかったほうがよかったのではないかと思っ
ている。合併してよかったという実感があまりないということが、評価としては
適切かもしれない。合併しなくても自立している自治体があるということ自体
が、合併しなくてもよかったという評価につながる。自立したいということであ
れば、成果はどうあれ、合併して良かったとは言えない。
■Ｑ８－Ａ
近年、地方創生ということが言われているが、これにしても、地方の未来を断
ち切ってしまうものでしかないように思う。行財政の効率化といっているが、費
用対効果で地域の将来は決められない。
Ⅲ 所見
最終的に、久慈市との合併ということになったが、全体を通して、合併は失敗で
あったという認識のようである。もちろん、どのような組み合わせであれば成功な
のかという問題はある。人口規模、財政規模に大きな差があることから、山形村と
して期待した部分もあると思うが、失敗だったということの原因があまり明らかに
なっていないので何とも言えない。近隣等の単独継続ケースにみるように、単独の
選択がありえたという思いのなかで（議会も賛否が分かれていた）
、新市建設計画
をはじめさまざま約束事が守られてない、しっかり検証されていないということ
で、そもそも形式的な段階での批判に裏付けられたものであるように思料される。
活性化方策の何が問題だったのかを、両方の旧市村の認識の差異等を踏まえて検証
する必要もある。久慈市長の交代や東日本大震災、2016 年の台風災害も影響したの
かもしれないが、結果として、
「こんなはずじゃなかった」という思いがあるのだ
ろう。旧久慈市の山根地区の問題が指摘されており、旧山形村も典型的な問題を抱
えかねない（既に抱えているかもしれない）ので、新市建設計画と突き合わせなが
ら調査分析する必要がある。さらに、第三者をまじえて、震災や台風の影響も含め
て総合的な行財政、まちづくりの検証、総括も行われてよいのではないか。
（聞き取り 2020 年 12 月 26 日）
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９

盛岡市（旧玉山村）

Ⅰ 対象者
１ 氏
名 嵯峨忠雄
２ 職
位 玉山村議会議長
３ 在職期間 2002 年（平成 14 年）５月～2006 年（平成 18 年）１月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
玉山村の場合、昭和の合併の時のしこりがその後もいろいろな場面で尾を引い
ている。また、玉山村の財政状況などについて、住民はほとんど知らなかった。
財政が逼迫して合併以外に方法はないということであれば、住民も理解したかも
しれない。新市建設計画を策定する段階では、計画書を見せられただけで、詳し
いことについてはほとんど分かっていなかった。しかし、合併特例債の効果はい
ろいろなところであらわれている。
■Ｑ２－Ａ
合併とはいっても、盛岡市との合併なので、何とも言えないところがある。と
いうのも、盛岡市と都南村との合併について、友人から情報を得ていたので、合
併後の状況がある程度想像できた。第二の都南村になるのではということであっ
た。合併特例債の恩恵は得られたが、例えば、総合支所の取り扱い、担当課の配
置などの問題については、玉山地区の発展の可能性を見据えたものかどうかは疑
わしい。都南村の場合と同じような経過をたどっているような気がする。
■Ｑ３－Ａ
合併は、行財政基盤を強化するための手法、中長期的に維持していくための手
法であるが、合併後に、はやくも、盛岡市の人口が減少するという事態になり、
何のための合併だったのかという思いがある。瞬間的にでも、中核市になるとい
う目的は達成されたが、玉山村にとって合併はどうだったのかというと、合併特
例債を活用した事業が展開され、その点では、活性化に寄与したという点は評価
できる。しかし、基幹産業である農業については、政策展開にも目新しいものは
なく、後継者不足もあり、衰退傾向にある。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
財政的な危機感は確かにあったが、盛岡市との間ではすでにさまざまな分野に
おいて関係が深かったので、他の町村との合併ということはほとんどなかったも
のと思う。しかし、盛岡市との一体感があったかというと、向こうからみれば、
一体感はなかったように感じる。こちらからみれば、日常生活はほとんどが盛岡
市との関係で成り立っているようなものだが。向こうの議会・議員には、合併す
れば、持ち出しがあるのではないかという危惧もあったようであるが、私個人的
には、合併を主張していた。
■Ｑ５－Ａ
合併協議において重視した事項、難航した事項と合意にいたらなかった事項に
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ついては、議会にほとんど情報が与えられなかったために、交渉の展開について
はよくわからない。ただ、総合支所の問題、部署の配置の問題については、例え
ば、農業関係の部署は玉山にということは主張した。
■Ｑ６－Ａ
合併によるプラスの効果とマイナスの効果については、合併特例債による効果
があったことは確かであるが、農業振興ということでは、効果はあらわれていな
い。むしろ、衰退の方向にある。担い手もいない。啄木記念館周辺の再開発が将
来どのような効果をもたらすかわからないが、期待はしている。
■Ｑ７－Ａ
合併（編入合併）して良かったのかどうかという点では、良かったと思ってい
る。例えば、小学校の新築が、20 年もかかるのではないかということだったが、
合併したら、３年でできた。合併のおかげだと思っている。啄木記念館周辺の再
開発も進んでいる（新市建設計画に玉山歴史民俗資料館の整備事業がもともと記
載されており、加えて、計画変更により石川啄木記念館の整備が新たに盛り込ま
れた。さらに、周辺では道の駅の整備等が進められている）
。やはり、合併して
良かった。
■Ｑ８－Ａ
合併によるプラスの効果とマイナスの効果はいろいろある一方で、現在進行中
の（新市建設）計画については、啄木記念館およびその周辺の再開発のように、
将来どのような状況になるのかは分からない。こうしたなか、危惧するのは、玉
山地区の基幹産業である農業が衰退傾向にあることである。盛岡市はともかく、
玉山地区を考えると、将来の展望については楽観できないように思う。記念館や
資料館の事業も、持続性の点ではお金になるものではないということを考える
と、玉山村（の合併誕生）の頃と同じ経過をたどるのではないかと危惧してい
る。
Ⅲ 所見
盛岡市と玉山村との合併ということなので、当初から、中核市への移行というこ
とが見えていたこともあり、盛岡市の思惑通りにその後も展開しているのが実態で
ある。合併特例債の効果も確かにあるが、嵯峨氏が終始指摘していた都南村のケー
スと同じような計画にもとづいて事態が進行しているように思われる。啄木記念館
周辺の再開発がどのような経過をたどるのかわからないが、合併の成否はここにか
かっているように思う。もちろん、盛岡市の人口が減少しているだけでなく、周辺
市町村の人口も減少している。盛岡市がこのような状況にあるとき、また矢巾町、
紫波町の方向への発展が進むと、玉山地区はこれまで以上に周辺化してしまう可能
性がある。さらには、盛岡市を中心とした広域圏の展開がどのような形で進むのか
も注目すべき点である。
（聞き取り 2021 年３月８日）
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10

宮古市（旧川井村）

Ⅰ 対象者
１ 氏
名
２ 職
位
３ 在職期間

内舘勝則
川井村長
2007 年（平成 19 年）８月～2009 年（平成 21 年）12 月

Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
当初の合併にあたっては、村内のさまざま事情から参加できなかった。昭和の
合併のときも似たような状況であった。宮古市、盛岡市、遠野市と接しているこ
とから、それぞれを向いての合併論議となった。今回も、同様の構図である。門
馬地区の住民は盛岡市との合併を模索して盛岡市長に書簡を送ることもした。
当時の川井村は、人口減少、少子高齢化が加速して、高齢化率も 40%を越え、
生産年齢人口はどんどん減少していた。財政危機は目の前にあった。村の職員だ
ったことから、さまざまな状況を勘案して、宮古市との合併を公約に掲げて、村
民をまとめる必要が出てきた。広域行政ということでは、宮古市と一緒にやって
きた。宮古市の水道の水源が川井村だということもあった。
しかし、合併を振り返ってみると、協定は絵にかいた餅のようなものになって
しまった。宮古市長選挙（2017 年６月）に出馬したのもそのことがきっかけだっ
た。震災の影響もあったと思うが、編入合併ということもあるにしても、合併当
時のイメージとはかけはなれたものになっている。
■Ｑ２－Ａ
職員としては、財政を抑制しながら川井村の特性を活かした地域づくりをして
いかなければならないということで仕事をしていた。さまざまな要因が錯綜し
て、合併にはいたらなかったが、状況は悪化する一方だった。
当初合併していれば新設合併だったが、２回目となるとそうはいかない。合併
するにあたっては、川井村の特性を活かしたものでなければならない。宮古市の
水道の水源が川井村だということも、高く売るためのひとつの考え方であった。
合併推進にさきだって、情報通信網の整備、郷土芸能の維持と継承、小さな自
治体推進事業など、川井村としてやれることはすべてやろうということでさまざ
まな事業を展開した。
しかし、いざ、合併してみると、東日本大震災もあったが、旧川井村の村民を
守るという公約は、時間の経過とともに、絵にかいた餅になってしまった。震災
は震災、合併は合併というスタンスが維持できなかった。協定事項がすべて震災
に組み込まれ、成果の見えないものになってしまった。
■Ｑ３－Ａ
合併については、高齢化率 40%を超える状況において、行財政基盤を強化する
ための手法、行財政基盤を中長期的に維持していくための手法ととらえていた
が、旧川井村としてだけでなく、宮古市としても、人口減少の速度を考えると基
礎自治体としての展望はそれほど明るいとは思えない。地域はどんどん廃れてい
くように思う。道路が整備されたことによって盛岡市との距離がさらに縮むよう
に思う。このような状況が加速すると、全体としての過疎化だけでなく、旧川井
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村内部での分裂のような状況が生みだされるのではないかと懸念する。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
高齢化率 40%を超える状況において、行財政基盤を強化するための手法、行財
政基盤を中長期的に維持していくための手法ととらえていたが、結果的には、そ
のようにはならなかった。
■Ｑ５－Ａ
最初の合併のときに職員であったということからすれば、対等合併、新設合併
ということであったが、当時の村長、議員の皆さん方の意識は違っていた。ま
た、合併の話が出てきたときに、昭和の合併が蒸し返された。川井村、小国村、
門馬村が合併して川井村ができあがったが、今回、宮古市あるいは遠野市、盛岡
市との合併からどれを選択するかとなった。再び、村全体がぎくしゃくした感じ
になった。
そのようなことから、村長に立候補して、合併を模索することになった。広域
行政の枠組みからしても宮古市との合併以外なかった。閉伊川を軸にして合併を
推進した。合併後を考えてさまざまな事業を実施した。合併後そうした事業を引
き継いでもらうことになっていたが、多くは引き継がれなかった。協定書にきち
んと記載しなかったということもある。市長が変わったことも影響している。
■Ｑ６－Ａ
合併のプラス効果、マイナス効果はいろいろあるが、特に、住民サービスの低
下を指摘することはできると思う。少子化で児童生徒数が減少したために、それ
に見合うサービスができなくなった。住民ができることは住民でという考え方は
変わっていないが、働く場がない。
地方創生ということで施策が展開されているが、周辺地域の住民が自主的な発
想で地域づくりに取り組めるような条件整備が求められる。合併にともなって重
複する公共施設が数多くあるが、再配置計画はほとんど進んでいない。職員の
質、専門性の確保という点でも、職員には、地域、現場が見えていない。
■Ｑ７－Ａ
合併を推進した者としては、少し悪かったというのが評価である。震災復興と
いう側面で、道路網の整備など成果もあるが。首長としては、むしろ、合併すべ
きではなかったという思いがある。
■Ｑ８－Ａ
自立して、合併しなくてもいいと思うが、地方交付税にしろ、過疎債などの起
債にしろ、無駄なものは減らし、特性は伸ばしていくということで、広域的にお
互いに協力していけば、自治体の本来の意味でのよさが出てくるのではないかと
思っている。例えば、ＩＧＲいわて銀河鉄道、ＪＲ八戸線、同山田線と三陸鉄道
をつないで、県北を回って、山手線のような環境を作り出すということも構想と
しては面白いのではないか。
Ⅲ 所見
二段階合併ではあるが、旧川井村内部で昭和の合併のしこりが蒸し返されたなか
での合併ということも影響して、合併の効果が十分にあらわれているとはいいがた
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い。以前から、盛岡市との関係が深かったが、漁業の不振等から宮古市の市街地で
の職場が創出されなければ、盛岡市との距離はさらに縮むものと思われる。「森・
川・海」とはいっても、いずれにおいても産業が停滞している状況を考えると、政
策展開はますます難しくなる。宮古盛岡横断道路の全通もあって、旧川井村がさら
に盛岡市を志向するという状況が生みだされる可能性がある。このような状況にお
いて、宮古広域全体でどのような政策展開をすべきかが大きな課題となる。市街地
との距離意識が感じられた聞き取り調査であった。
（聞き取り 2021 年３月５日）

11

一関市（旧藤沢町）

Ⅰ 対象者
１ 氏
名 畠山 博
２ 職
位 藤沢町長
３ 在職期間 2007 年（平成 19 年）１月～2011 年（平成 23 年）９月
Ⅱ 回答
１ 市町村合併についての全般的な質問
■Ｑ１－Ａ
合併については、当時の町長も、当初から、必要性を認識していた。少子高齢
化が進行する状況においてはむしろ当然合併すべきだと考えていた。しかし、周
辺の自治体の首長は、債務が多いということで、排除されたような気がする。も
ちろん債務は多いが資産もあった。周辺の首長の皆さんはそのような見方をしな
かった。したがって、合併協議への参加はほとんど不可能だった。
合併に参加した自治体の大方は、規模からして単体ではやっていけないことは
明らかだった。大きな自治体にすることがどうしても必要であったが、その枠組
みから排除された。具体的には、５つの第三セクターと、「藤沢型農業確立に関
する基金」の整理を求められ、首長は辞職ということになった。
町長選挙にあたって、少子高齢化が進むなかでは自治体の規模を大きくする以
外にはない、つまり合併以外にはないということで有権者に訴えた。
■Ｑ２－Ａ
合併の効果ということであれば、さまざまに指摘することができるかと思う
が、個人的には、現状では、合併してもよくなる要素はないと思っていた。確か
に、規模を大きくすることによって推進力が増すことは確かだが、国が言ってい
るようには、合併には期待していなかった。専門職員の配置といったことが言わ
れたが、合併によって専門性の高い職員が増えたかというと、かえって、レベル
が下がっている。特に、高度情報化社会にあっては、情報格差がなくなり、公務
員の優位性が保てなくなってしまった。
また、旧市町村の地域の伝統・文化の喪失が指摘されているが、一生懸命やっ
ているものの、後継者がいない。合併によってそうした状況が生まれたのではな
く、合併とは無関係にそうした状況がすでに生じていたということである。
合併ということであれば、行政と市民との距離感は間違いなく合併によるもの
だと思う。総合支所にしても、支所であるかぎり、権限の点で距離がある。全国
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で、自治体が半減するのだから、当然、職員数をはじめ、多くの分野でダウンサ
イジングを図ることができる。
■Ｑ３－Ａ
基礎自治体の展望とはいっても、確かに、さまざまな領域においてダウンサイ
ジングが図られるが、合併によってダウンサイジングを上回る成果をあげること
ができるかというと、おそらく、それに見合うだけの成果をあげることしかでき
ないと思う。現状のスキームでは、合併してよくなる要素はないと思っている。
２ 市町村合併についての個別的な質問
■Ｑ４－Ａ
合併の必要性は認識しているが、合併によって地方自治体がかかえるさまざま
な問題、課題を解決できるかというと簡単ではないと考えていた。確かに、問題
はあるが、首長としては、合併を推進せざるをえないのが現状である。藤沢町の
将来を見据えたときには、合併は避けて通れない。特に、年配の方々の意識をど
のように変えるかということがポイントだった。
■Ｑ５－Ａ
合併にあたっては、課題解決の方向性をひとつひとつ探りながら、合併を目指
すという戦術をとった。一関市長も、課題をあまり表に出さずに、誠意をもって
対応してくれた。合併にあたって重視したのは、何よりも、強力なエンジンを持
つということ、専門性の高い、高度な、良質な行政サービスを提供できるように
することであった。
■Ｑ６－Ａ
合併によるプラスの効果、マイナスの効果ということであるが、分野ごとにプ
ラス、マイナスの効果がでていると思う。しかし、プラス、マイナスは合併の問
題というよりは、社会経済のあり方に対応できない、対応して活性化できないと
ころに原因があり、衰退が進んでいる。地方の衰退はグローバル化にあるが、問
題はグローバル化になぜ対応できないのかということである。国営農場の問題に
対する対応策としてサファリパークを持ってきたのも、発想としてはそのあたり
にある。農林水産省の対応はまさに地方を衰退させるものであった。その点で
は、合併は、急場しのぎのものではなく、グローバル化のなかで地方がどのよう
にして持続可能性を維持するかというものでなければならない。
■Ｑ７－Ａ
合併して良かったかどうかという質問については、単に、藤沢町の破綻を回避
するということではなく、藤沢町のこれまでの取り組みがグローバル化のなかで
も対応可能であるものとするための選択肢として合併以外に選びようがなかった
ということである。特に、人口減少、少子高齢化が加速するという状況において
藤沢方式の理念を維持するためには、合併が唯一の方向性であった。
■Ｑ８－Ａ
人口減少、少子高齢化が加速する現状では、合併によるプラスの効果とマイナ
スの効果をふまえた展望となると、回答することはなかなか難しい。グローバル
化のなかでは、産業基盤がしっかりしていないと、地方は生き残れない。対症療
法的な対策では、成果どころか、失敗する。
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Ⅲ 所見
諸般の事情から遅れての合併となったことについての説明は興味深いものがあ
る。遅れたとはいえ、合併の必要性を認めたうえでも、藤沢町が目指してきた地域
づくりについての考え方は一貫しているように思う。
しかし、合併後の一関市がそうした方向において政策展開をしているかとなる
と、市長が変わったこともあり、何とも言えないような状況が続いているように思
われる。この点についてはどのように考えているのだろうか。持論を展開している
ことからすると、満足はしていないように思われる。もちろん、そうした状況のな
かで、旧藤沢町が目指してきたこともいずれ無視されるのではないかという危惧も
感じられないこともない。
地方自治体のあり方についての見解も十分に理解できるものであるが、一関市だ
けでなく、大方の自治体の動きは、むしろ、合併の効果がほとんどでないような政
策展開をしている。なぜこのような状況が生まれるのか、合併以外の方法はあるの
か。グローバル化のなかで自治体が生き残ることのできる方策はあるのか。今後の
課題は少なくない。
（聞き取り 2021 年２月 12 日）
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Ⅳ

総括
１

聴取内容についての所見

(1)合併を振り返って、合併についての評価（Ｑ１・Ｑ２・Ｑ３・Ｑ７）
大船渡市（大船渡市、三陸町）、宮古市（宮古市、川井村）、遠野市（宮守村）、
西和賀町（湯田町、沢内村）、花巻市（東和町）、洋野町（種市町、大野村）、二戸
市（二戸市、浄法寺町）、盛岡市（玉山村）、久慈市（久慈市、山形村）、一関市（藤
沢町）の合併当時の首長、議会議長 16 名に対して、合併協議会の実態、合併の
必要性、合併の効果等について聞き取りを行うことができた。
合併それ自体についての評価としては、人数が少ないので何とも言えないとこ
ろがあるが、合併後の新市町の状況を念頭においての評価であることからすると、
率直な意見の表明であると思われる。
「<Ｑ７>合併の評価」において確認したところによれば、特に、２つの自治体
の合併の場合には、人口規模、財政規模の大きな自治体と小さな自治体との合併
であることから、大きな自治体の評価は好意的な評価であるのに対して、小さな
自治体の評価には厳しいものがあった。周辺部に位置する旧町村の場合、過疎化
の進展、中心市街地の再編にともなってますます周辺化するという状況が生まれ
ていることに対する反応のように思われる。
しかし、合併後、一定程度の時間が経過して、さまざまなものが日常化してい
くなかで、合併の効果についての意識が薄れるとともに、他方では、
『自治体戦略
2040 構想研究会 報告書』にみられるように、合併の効果以上に、地方自治体を
取り巻く環境が悪化しているという状況がある。
新市町建設計画の実施にあたって、大きな自治体が小さな自治体に配慮すると
いう傾向もみられるが、時間の経過のなかで、協定事項が無視されるという実態
も確認することができた。また、合併当初の首長から新しい首長に変わったとこ
ろでは、協定や計画が履行されない場合もあるという点についても確認すること
ができた。
聞き取り調査の対象者がすべて当事者であるという点からすると、現状を見て、
合併は失敗であったということはできないが、前線から身を引いているとはいえ、
言葉の端々に、合併後に対するイメージとの落差のようなものを意識しながらの
発言もあった。議長のみの聞き取りの場合には、情報量の違いもあり、物足りな
さを感じた。
(2)合併の必要性について（Ｑ４）
「<Ｑ４>合併の必要性について」では、主として、「財政的な危機感」に対す
る思いが多く表明された。周辺部の町村では、少子高齢化に対する危機意識が
表明された。また、行政需要の高度化・専門化への対応もあり、従来からの広
域行政の延長として合併を考えていたように思われる。
国・県からの指導について直接的に圧力を感じるということではなかった
が、全国的に展開される合併キャンペーンにうながされたという側面は感じて
いたようである。その意味での駆け込みという側面はあったようである。
他方で、必要性は認識していても、新市町建設計画にあらわれているよう
に、強い危機意識があっての合併ではなかったために、先送りされた事項もあ
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ることから、合併キャンペーンにうながされたところがあるように思われる。
(3)合併にいたるまでの状況について（Ｑ５）
聞き取り調査において最も聞きたかったのが、「<Ｑ５>合併にいたるまでの状
況について」である。しかし、当事者の立場からすると、最も聞かれてもらい
たくない事項であるため、得ることのできた情報も限定されたものとなった。
首長、議長に対する聞き取り調査であるが、両者がそろってのものではない
ため、情報に温度差があった。もちろん、聞き取り調査に対して事実を事実と
して言える部分はかぎられているため、残念ながら、極秘情報を引きだすとこ
ろまではいかなかった。
しかし、言葉の端々に、駆け引きの状況を垣間見ることはできたように思
う。特に、興味深かったのは、合併の組み合わせをめぐる駆け引きである。久
慈市の場合のように、組み合わせをめぐる駆け引きには、首長、議長のいずれ
においても、政治家としての本領を確認することができた。
(4)合併後の状況について－地域社会の変化と住民生活への影響（Ｑ６）
合併のプラス効果、マイナス効果については、項目数が多いため、包括的な
質問にとどまっただけでなく、合併後の実態についての回答者の情報不足のた
め、回答もまた大雑把なものにとどまった。
岩手県の調査報告書「合併市町の現状に関する調査結果」（2016 年）は、効
果についての行政および住民の回答を明らかにしているが、聞き取り対象者に
おいても同様の回答が多く聞かれた。
今回の聞き取り調査において特徴的なのは、人口規模、財政規模において差
がある大きな自治体と小さな自治体の合併の場合には、小さな自治体におい
て、新市町建設計画をふくめ、その後の政策展開に対して不満を吐露する回答
者もいた。
新市町建設計画については、改めて、実施過程の詳細な検討が必要であるよ
うに思う。他の協定項目の履行状況についても、要因は何かについて同様の検
討が必要である。特に、合併後に首長が交代した自治体については、協定や計
画が着実に履行されていないという指摘もあることから、検討が必要である。
聞き取り調査の結果から全般的に言えることは、当事者としては、確かに、
プラスの効果を期待したところはあるが、新市町建設計画において懸案事項と
して先送りした事項については、当初から、決定の難しさを想定していたよう
な印象を受けた。
住民の意識は、時間の経過からして、一体感の醸成も希薄なことからして、
またそうした取り組みも十分ではないことからして、「合併してよかった」とい
うよりは、「わからない」ということのほうが本音なのではないか。
(5)今後の課題と展望について（Ｑ８）
今後の課題と展望については、『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』が指
摘するような状況を考えるとき、項目としてあげた事項のすべてにおいて、プ
ラス効果とマイナス効果をふまえて課題を探り、展望を示すことができるかと
いうと、すべてが課題として突きつけられていると考えざるをえない。
聞き取り調査における意見からも、合併時における危機意識以上に、将来に
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対する展望については危機感を持っていた。特に、周辺部に位置する町村にお
いては、過疎化が急速に進んでいる。中心市街地の再編によって解決できる問
題でもなくなっている。
合併の効果によって将来を展望することは不可能なのではないか。むしろ、
問題は増幅されて戻ってきているように思われる。『自治体戦略 2040 構想研究
会 報告書』が圏域行政を提言するのはまさにこの点においてであろう。つま
り、合併市町では事態に対応できないということである。
（6）第２期の聞き取り対象の特徴を踏まえて
岩手における「平成の大合併」は既述の 14 ケースとすれば、２つの自治体の
合併が最大の９ケースである。したがって、このパターンは岩手における合併の
特徴を大きく規定しうる。この第２期では全９ケースの関係者への聞き取りを行
った。２つの自治体の合併は、理論的には、最少の構成であることから合併しや
すく、まとまりやすい。状況によっては、次なる市町村合併へのステップあるい
は広域行政への展望が見いだされることになる。他方で、旧市町村の独自色が薄
れやすくなる。別の見方をすれば、かえって一体感が醸成されにくく、暫定的な
自治システムを続けたり、コミュニティ支援策も地域ニーズに応えるものになら
なかったりする。状況によっては、そこから旧市町村単位よりも狭いエリアの自
治がクローズアップされるかもしれない。こうした点での実態を浮かび上がらせ
ることも今回の目的であった。この点は、人口規模をはじめ様々な点で小さくな
い差異がある自治体どうしの合併が多かったせいか、一言ではあらわしにくい。
しいてあげれば、小さな自治体の不満が大きい、という合併評価にあらわれてお
り、既述したとおりである。
９ケースで共通性が簡単に見いだされるわけではなく、ケースバイケースであ
ったというのが正直な感想である。しかし、いずれにせよ、踏み込み不足の感は
否めない。この限りでは、研究方法として、首長、議会議長のいずれにおいても
細部を把握しているわけではないので、当時の担当職員に同席していただくよう
にすればよかった（第 1 期の調査研究であるが、唯一、旧東山町長への聞き取り
の際には、そうした）。なお、９ケースの中には、西和賀町となった湯田町と沢
内村のように、人口や面積などでかなり類似した自治体どうしの合併がある。こ
の場合、一般化できるわけではないが、「２つ」ゆえにマイナス効果が少なくな
いケースとなったといわざるをえない。産業構造の違いが様々な側面に大きな影
響を与えたのかもしれない。
この９ケースには宮古市、一関市のように、二段階合併、すなわち、２回の合
併を経験したケースがある。二段階合併の理論と実態を、それぞれの関係を踏ま
えてどのように整理するかも、聞き取りの重要な目的にすべきであったかもしれ
ない。
（新）宮古市、（新）一関市のいずれも旧市町村単位でいえば、１つの自治体
と複数（３以上）の自治体の合併であり、前者（川井村、藤沢町）が後者（人口
規模や面積、財政力などが大きい自治体）に編入する形となった。第１段の合併
時から協議に加わっていたが、編入される側が抱える諸事情がネックとなった。
県内の合併ケースをみると、編入か否かは各自治体には並々ならぬこだわりがあ
ったが、今回の第２段階時は条件的には大きく異なる。そして、結果として、旧
川井村と旧藤沢町の首長の合併評価が分かれた点に注目すべき特徴がある。細部
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をみると、さらに評価は多様である。彼らは、第１段階の合併後の状況を目にし
ている、すなわち、そこでの小さな自治体の状況を良くも悪くも見ているわけで
ある。合併が目的化していたわけではないと思われるが、とくに旧川井村の場合
は、首長が後に市長選にうってでたわけだから、旧村の状況を冷静に分析してき
たうえでの評価であろう。
こうしたことは、当然起こりうることであるが、第１段階時との大きな違いと
しては、おそらく旧市町村の単位の自治、あるいはそれよりも小さな単位の自治
をできるだけ継続する点では、不利となる可能性は高い。第１段階時も小さな自
治の継続が担保されていれば、そうならない可能性はあるが、結局、盛岡市や久
慈市のケースからもわかるとおり、小さな自治体にとっては、大きな自治体が今
回よりも前に合併を経験したことがあれば、その際の小さな自治体の状況の推移
が、合併の是非にとっての大きなメルクマールになりうる。
以上のことが明らかになったが、二段階合併の総括は、今後の研究課題とし
て、他県のケースも踏まえながら行っていきたい。
２

調査研究の成果

平成の大合併については、合併時に調査研究が行われ、合併の効果と課題が明
らかにされてきた。しかし、これらの調査研究はいずれも行政による行政に対す
る調査であり、住民に対するアンケート調査は行われているが、内容は限定的か
つ表面的なものにとどまっている。
それに対して、本調査研究においては、合併にかかわった首長、議会議長に対
する聞き取り調査によって、行政による調査では明らかにならなかった情報を収
集することを目的としている。すなわち、合併に関する生の声を収集することに
よって、合併の核心的な部分を明らかにしようとするものである。
2019 年度に実施した第１期においては、八幡平市、一関市、花巻市、奥州市に
ついて、合併当時の旧市町村の首長・議長等 16 名に対して、合併協議会の内外に
おけるやりとり、合併の現状と課題等に関する聞き取り調査を対面方式で実施し
た。
2020 年度の第２期においては、既述のとおり、大船渡市、宮古市、遠野市、西
和賀町、花巻市、洋野町、二戸市、盛岡市、久慈市、一関市の首長、議会議長 16
名に対して聞き取り調査を対面方式で実施した。
合併時の旧市町村の数、合併に関わった首長、議会議長の数からすると、第１
期、第２期を合わせても、今回の調査研究は緒に就いたばかりの印象を拭えない
ものである。残念なのは、合併当時だけでなく、現在（2021 年 3 月）も首長の
座にある方が数名いるにもかかわらず、聞き取り調査ができなかったことであ
る。もちろん、すでに亡くなられている方もおり、その点でも十分なものとはい
いがたいところがある。しかし、全般的に見ると、成果としては「大いに収穫あ
り」といっていいだろう。
今回の成果として、以下の点を指摘する。
第１に、合併にかかわった首長、議会議長たちの危機意識、将来展望、不満と
いったものを明らかにすることによって、岩手県の調査報告書「合併市町の現状
に関する調査結果」の背後にある問題意識を再確認することができた。ただし、
当事者が全員そろっている自治体の例はなかったことから、思惑の違いについて
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も一面的なところがあり、実態を十分に明らかにすることができなかった。
第２に、合併にかかわった首長、議会議長たちの問題意識を指標とすることが
可能となったことから、調査研究の効果として、合併市町の新市町建設計画、そ
の後に策定された総合計画等を突き合わせることによって、合併のプラス効果、
マイナス効果を再確認することができることになった。当時も現在も首長の座に
ある自治体については、新市町建設計画の進捗度合い、方向性の転換などを確認
することができるようになった。
第３に、岩手県の調査報告書「合併市町の現状に関する調査結果」における住
民アンケートの結果を裏打ちする問題意識を確認することができたことから、住
民主体の自治のあり方だけでなく、広域行政のあり方についても、合併の理念的
な部分に立ち返って展望を切り開く糸口を見つけることができた。特に、過疎化
が進んでいる旧自治体の問題意識を突き合わせることができるようになった。
第４に、新市町建設計画における取り決めの履行、合併特例債充当事業等につ
いて検討することによって、合併にかかわった首長、議会議長の思いを念頭にお
いて、先送りされた事項だけでなく、合併特例債充当事業のその後の経緯につい
て検証することが可能になった。合併後に新しい首長になった自治体については
変化を明らかにすることができるようになった。
第５に、合併にかかわった首長、議会議長たちがこだわったもののひとつであ
る財政調整基金については、使途は基本的に旧市町村を優先するという申し合わ
せであったが、合併前に駆け込みで費消したところもあることから、財政調整基
金の使途を検証する必要があることが明らかになった。
第６に、聞き取り調査の結果は要点記載にとどまっているが、平成の合併を考
えるうえでの貴重な資料を作成することができた。平成の合併に関する新聞等の
資料はすでに作成してあるので、合併にかかわった首長、議会議長たちの思いと
記事とを対照することによって実態をより明確にすることが可能となった。
３

調査研究の課題と展望

本調査研究は、合併時の首長、議会議長等に対する聞き取り調査によって合併
の実態を明らかにしたという点では、全国的にもほとんど例のない調査研究であ
る。また、首長、議会議長等の問題意識、危機意識のなかから、合併を評価する
ための定性的指標を明らかにすることができたという点で、学術的にも高い意義
を有している。
調査研究の対象は、合併市町のすべてについての聞き取り調査をするというこ
とであったが、2019 年度、2020 年度の２年を通してようやく達成することがで
きた。しかし、亡くなられた方に加えて体調不良の方もいることから、旧市町村
の首長、議会議長の両方がそろっての機会はもはや得られなくなってしまった。
今後の調査研究の課題と展望としては、第１に、この度の調査研究によって得
られた知見を合併評価のための指標として洗練させることである。これによっ
て、新市町建設計画の進捗をふくめ、実施事業を分析するための視点を明確にす
ることができる。
第２に、岩手県の調査報告書「合併市町の現状に関する調査結果」における行
政および住民を対象としたアンケート調査を分析するための批判的視点を明らか
にすることができる。このことによって、プラス効果、マイナス効果として評価
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されたものについてその要因を明らかにすることができる。
第３に、合併市町の将来展望において、住民主体の自治、広域行政にとどまら
ず、圏域行政のあり方についても具体的な方向性をさぐることができる。特に、
圏域行政の場合には、圏域がさらに広域化することから、合併の轍を踏むことの
ないような行政のあり方を提案することができる。
第４に、地域づくりなどにおける行政と住民との協働の重要性が叫ばれたが、
地域づくりにおける協働は後退している。この点については、合併によって地域
に対するアイデンティが希薄化していることを念頭において、改めて、地域社会
の持続可能な発展について住民とともに考える機会を提案することができる。
本調査研究における成果を前提とした取組みについては他にもさまざまに提案
できるが、いずれにせよ、『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』の提言にこた
えるためには、合併のプラス効果、マイナス効果を念頭におきながら、平成の合
併を前提として地域社会の持続可能な発展の可能性を探らなければならない。本
調査研究の課題と展望はそこにある。

112

あとがき
本調査研究は、岩手県立大学の 2019 年度および 2020 年度の「地域協働研究
費」を活用して実施したものである。
<2019 年度研究課題>
ポスト「平成の大合併」時代における自治に関する調査研究
―岩手県内の合併検証からのアプローチ―
<2020 年度研究課題>
二市町村合併にみる自治の成果と限界に関する調査研究

岩手県は、2010 年（平成 22 年）の「合併市町の現状に関する調査の取りまと
め」と 2016 年（平成 28 年）の「合併市町の現状に関する調査結果」によって合
併の実態について明らかにしている。本調査研究の目的は、岩手県が実施した行
政や住民のアンケート調査によっては明らかにすることができなかった合併時の
首長、議会議長たちの問題意識、危機意識をオーラル・ヒストリーの手法を用い
て明らかにすることにあった。
合併当時、首長、議会議長として最前線で合併に取り組んだ関係者のなかに
は、現役で活躍されている方もおられるが、すでに亡くなられた方もおり、当時
の状況について生の声を聞き取ることが難しくなっていた。こうしたなか、でき
るだけ多くの方々に照会させていただいた。
岩手の「平成の大合併」を構成する 14 の合併ケースは、12 市（宮古市、一関市
の２度の合併はそれぞれ２市でカウント）、17 町、11 村からなる。40 市町村には
それぞれ首長と議会議長がいるわけだから、80 の関係者が存在する。我々は第１
期、第２期を通して、32 名（延べ 34 名）から聞き取りを行ったので、おおよそ半
分となる。このなかには、２度の合併を経験した議会議長（２名）が含まれる。
また、合併市町の単位でみれば、最低１名の関係者からの聞き取りを実施するこ
とができた。同一の旧市町村で首長、議長のいずれも亡くなられたケースでは助
役を対象にしたことがあった。いずれにせよ、合併には計り知れないほどのエネ
ルギーが費やされたはずであり、この「証言録」から後世代が学ぶべき点は数多
い。これに対して、聞き取りが実現しなかった方は亡くなられた方、ご協力いた
だけなかった方などであるが、その多くは前者である。
本調査研究の意義についてもう１点言及しておきたい。地域社会に対する意識
がますます希薄になっている現状においては、本調査研究に賛同し、聞き取り調
査に協力していただいた方々の合併に対する思いを再確認することによって、持
続可能な地域社会を構築するための手掛かりを探ることができたように思われ
る。
『自治体戦略 2040 構想研究会 報告書』の提言は理解できるが、要は、人口減
少社会のなかで地域社会がいかにして持続可能な発展をできるかということであ
る。合併市町にかぎらず、周辺部ではますます過疎化が進み、持続可能性を失っ
ていくことは目に見えている。
地域社会に求められているのは、過疎化を安閑として傍観しているのではな
く、合併にさかのぼって、持続可能な発展に必要なものは何かを考えることであ
る。合併によって何が得られ、何が失われたのか、行政と住民の協働のあり方も
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そこに見いだされなければならない。地域社会が持続可能な発展の可能性を探る
うえで、本調査研究がその出発点になれば幸いである。
最後に、聞き取り調査にご協力頂きました以下の皆様には心より感謝申し上げ
ます。
旧大船渡市長・甘竹勝郎様、旧三陸町長・佐々木菊夫様、旧宮古市議会議長・
三上敏様、旧宮守村議会議長・菊池一勇様、旧湯田町議会議長・早川久衛様、旧
沢内村長・高橋繁様、旧東和町議会議長・中村勝吉様、旧種市町議会議長・吹切
美一様、旧大野村長・佐々木祥吉様、旧二戸市議会議長・西野平次様、旧浄法寺
町長・清川明彬様、旧玉山村議会議長・嵯峨忠雄様、旧久慈市長・山内隆文様、
旧山形村長・清水恭一様、旧川井村長・内舘勝則様、旧藤沢町長・畠山博様。
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