
北海道の市町村を考えるシンポジウム

「手と手とをつなぐ地域の力」

～活力ある地域創造をみんなで考えよう～

主  催  社団法人 日本青年会議所北海道地区ブロック協議会

日  時  平成１４年４月２０日（土）午後２時～４時２０分

場  所  花川北コミュニティセンター

パネリスト  小樽商科大学  相内俊一教授、ニセコ町 逢坂誠二町長、石狩市 田岡克介市長、

            道央ブロック協議会 西川直樹会長

コーディネーター  道央ブロック地域創造委員会 千葉光弘委員長

傍聴者  ５００人

【パネルディスカッション】

○千葉委員長：これより、パネルディスカッションを開催させていただきます。まず、パネルディスカッションの

進行を説明させていただきます。私の方から設問させていただきまして、各パネラーさんから答えていただ

きます。最後に会場の皆さんから質疑等をいただきましてディスカッションを終えさせていただきたいと思

います。早速ですが、まず田岡市長様にお聞きいたします。石狩市では全国的に注目を集めております市民

の声を活かす条例を４月１日から施行されまして、これを制定されました経緯と目的をご説明いただきたい

と思います。

○田岡市長：皆さん、こんにちは。石狩市の田岡でございます。ただいまのご質問でありますが、戦後 50 年、私

たちは拡大と発展の方向にその価値観を求めて、たゆまぬ努力が、先輩たちが日本の国をつくり地域をつく

ってきました。そして今日、成熟社会を迎えたときにそこに生じたさまざまな制度矛盾、社会の劣化、そう

いう世紀末、そして新世紀に当たって、今まさにそういう社会が歩んできた転換期を迎えてきていると思い

ます。そういうときに、私たちが量的な満足度を求めてきたところから質的な満足度に変わってくるという

ふうに、どうしても従来の市役所の中で市役所が考え、そして市役所みずから均一化・平均化・効率化とい

う論理の中で進めてきた政策というものに、質的な需要に対応し切れなくなってきている。そのときに、や

はりそこにサービスを求めている、あるいはサービスそのものに参加をしたい、市民の声との乖離が私たち

の政策の中で具体的に一つ一つの中であらわれてきました。身近なことといえば、例えば、ある公園ができ

ました。そこは石で囲まれた立派な公園をつくって、オープンの日に若いお母さん方から「子供が遊ぶ公園

にどうして石で囲ったのですか」という問題が起きました。まさに利用者側である市民との会話の欠けた典

型だというふうに私はとらえまして、この社会の構造が変わるということと、従来型の市役所の政策決定プ

ロセスの中ではどうしても拾いきれない政策リスクの回避、それから市民が自らこれに参加することによっ

て間違いなくまちづくりそのものを共有化することができるだろうという発想のもとに、政策決定プロセス

の中に市民を制度として位置づけようというふうに考えました。恐らくこの制度がある種の成熟段階を迎え

たときに、私たちは高らかに理念条例をつくりたいと思います。それは、市民が理念条例を必要とするかし

ないか、そこに市民との会話を進めていきたいと思っております。簡単に言いますと、私は市民の声を活か

す条例がないまちが、最も私たちの求めているまちではないかというふうに思っています。これからは、既



に第１回目の手続に入りまして、この会場の隣の市民プールの件について今市民の皆さんとの会話に入らせ

ていただきました。一昨日は、すべての使用料、そういったものについて、ぜひ市民との会話の中で費用と

効果、対価というものについてもう一度考え直してみようという議論を始めさせていただきました。こんな

思いで条例をスタートさせました。条例の中ではもとより極めて成熟度の低い条例だと思っておりますので、

速やかに条例の変更をすると、手続を変えていくということについてはスピーディな対応を図るべき、そこ

についても政策をさせていただきました。これから市民が中心となったまちづくりがつくられる、そんな思

いでこの条例をつくらせていただきました。

○千葉委員長：ありがとうございます。今日、朝来るときに石狩市のホームページを私のぞいてきました。非常に

見やすくて市民の声が、何かボードがありまして、そこに書き込みするようになっておりまして、きっとそ

こから市民の声を集約できるのではないかと思っております。会場の皆さん、ちょっとのぞいていただきた

いと思います。続いて、現在石狩市の課題ということについてお聞きしたいのですが、せっかく石狩市民の

皆さんがたくさん来ておられます。きっとそれを皆さん望んで来ておられると思うのですけれども、今石狩

市で取り組んでおられます市町村合併の問題、ちょっとこれについてお聞かせ下さい。

○田岡市長：市町村合併の問題に入る前に、今私たちが一番問題意識を持たなくてはならないのは、石狩は全道の

中のまちで豊かで発展性の秘めたまち、そして現実に発展をして人口がふえているまちというふうに評価を

受けておりますが、私たちが今この３０年間で人口を７倍にし、そして団塊の世代といわれるようなある種

の人口の構造が、非常に 50 代に集中傾向を見せてきている石狩のまちに、最大の課題というのは人口問題

だというふうに私は思っております。このことを無視するまちづくりというのは大変これから方向を間違っ

てしまうのではないかと。少なくても、間もなく高齢化を迎えるこの石狩のまちのそのスピードは、３０年

間で７倍になったスピードそのものが高齢化のスピードになるわけですから、大変大きな問題をそこに持っ

ていると思います。合併の問題につきましては、本当にいいチャンスだというふうに思っております。とい

うのは、合併がチャンスではなくて、国の方からタイムリーにと言ってもいいほど社会の環境が全く変わっ

てきているこのときに、おまえさん方のまちをもう一回よく考えてみろと国は言ったのではないかというふ

うに思います。したがって、合併がありきだと思いませんし、合併の必要論を細かく精査していく必要はあ

ると思いますが、私はやっぱり、このいい機会に将来のまちづくりというものを、市民サービスというもの

をどういうふうに考えるか、あるいは広域で厚田、浜益、たまたま道が出した合併プランの中で出されてお

ります３地域の歴史的なこれまでの検証を行う、あるいは生活圏そのものをどう見直すかというようなこと

を様々な形で検証する本当にいい機会だというふうに思っておりますので、今年の１月の２３日に合併のた

めの研究会がスタートいたしました。ここの中で、様々な項目についてその検証を進めておりますが、私は

これと並行して間もなく市民の行政セミナーが連休明けに行われますが、これを皮切りに広範な議論と、そ

して皆さんが求めるなら幾らでも情報を公開し、そして検証をしていくというそんな思いで合併問題に取り

組んでいきたいと思っています。

○千葉委員長：ありがとうございます。活発なまちづくりの話し合いが行われることを期待いたします。それでは

逢坂町長にお聞きします。逢坂町長のニセコ町でも全国に先駆けまして、情報公開から情報共有へ、またま

ちづくり基本条例を制定されましたが、同じように制定された経緯と目的をお話ください。

○逢坂町長：どうも皆さん、こんにちは。ニセコ町長の逢坂でございます。いろいろなシンポジウムなどに参加を

する機会があるのですけれども、今日のシンポジウムは多少緊張しております。と申しますのは、何か最初

から音楽がかかったりしてかたいですね。音楽がかかって登場するシンポジウムなんていうのは私、実は初

めて参加しまして、ちょっとドキドキしております。それと、もう一つドキドキしている理由がありまして、



今朝、私、朝３時３０分に起きまして、ちょっと色々な都合があったものですから早く起きたのですけれど

も、もうそろそろ普通で言うと寝る時間かなということでありまして、どうも脳細胞がちょっとボーッとし

ているということで、その意味もあってちょっとドキドキしています。余り物を考えるというときに、肩ひ

じというか、肩に力を入れたりこういうふうになっていると疲れますので、ゆっくり楽に聞いて柔軟な考え

方で色々な議論ができればというふうに思います。今のご質問ですけれども、ニセコ町の地域づくりの目標

といいましょうか、理念みたいなものは、自ら自分たちの頭で考えて、自ら行動できると。そしてそのこと

に責任を持つということ。責任を持って自ら考え、行動するというのがニセコ町の地域をつくっていく理念

の一つであります。言ってみればこれは何のことはない、自治でありますとか民主主義の根幹だということ

なのですね。ところが、日本の社会は１９４５年の終戦以降、必ずしもこうした自治あるいは民主主義の原

点のようなことを持ち出さなくてもよかった社会というふうにも言えるのですね。それはなぜか。行政ある

いは税金というもので一体何をすべきかということについて、大まかな国民的なコンセンサスが得られてい

た。あるいは目指すべき目標がはっきりしていたわけですね。戦後復興をどうしようか、道路を急いで造ろ

うや、下水整備しよう、水道整備しよう、生産性上げよう、みんなで金もうけようということは、もう物す

ごく明確な目標があったわけですね。ですから、そこに自ら考えるとか、自ら責任を持つとかということは

必要なかった。さらに加えて経済が成長していましたから、余り事業についても選ぶなんていうことはしな

くてもよかったわけでありますね。ところが、２０世紀の後半から２１世紀に向かってもうそういう時代で

はなくなってきた。要するに道路整備だとかいろいろなものについても、全国的に差は色々ありますけれど

も、ほぼ大体目指すべき水準に近づいてきた。かつては例えばアメリカやヨーロッパのようになりたいと思

っていたけれども、分野によってはアメリカやヨーロッパを超えるような分野も、いろいろな公的な整備の

中で達成されるような部分も出てきたわけですね。それに伴って今度は人々の価値観が随分変わってきまし

た。道路整備がいいという人もいれば、そうではない文化や教育や福祉に力を入れた方がいいという人も出

てくるし、同じ道路整備であっても単に真っすぐにして舗装すればいいというのではなくて、もっと潤いの

ある道路整備、多少曲がっていてもいいだろう、多少でこぼこがある方がよいのではないかというようなこ

とで、価値が多様化してくるわけですね。さらにもう一つ、日本の社会がこれから人口が減っていくことが

明らかであります。それから経済の成長がとまって、場合によっては縮小していくということですね。先ほ

ど、国・地方合わせての債務残高が６６６兆円という説明がございました。これは今年の３月末。来年の３

月になるとこれが最低でも６９３兆円になるわけですね。そういうような中で、あれもこれも事業ができる

時代ではなくなってきたわけであります。ここに来て初めて本来の民主主義あるいは自治というものの原点

が必要になってくるわけです。自分たち自らが考えて責任を持って行動していくということが必要になる。

では、その自治の原点を達成するために何が必要なのだというふうに考えたときに、やっぱり自分たちで考

えて判断するためには情報がいるだろうと。情報がないところでは判断ができない。何も教えないで物事を

判断しろということは、これは不可能なことでありますね。だから情報を徹底的に出すのだと。そもそも行

政の持っている情報は、守るべき個人に由来するような情報を除いては基本的には全部オープンだろうとい

うのがニセコ町の姿勢だったわけであります。町長に就任したときからずっとそういうことを頭に置いてお

りまして、とにかく情報をどんどん、どんどん出してみんなに参加をしてもらおうということで、ある種、

無節操に参加と情報公開共有の取り組みをやってまいりました。ところが、だんだん進めていくと町民の中

から、そんなの何か役場が勝手にやっているのではないかと。好きなところを好きなように役場がやってい

るだけではないかというような話が出てきたのですね。それから職員の中からも、いつもいつも情報公開だ、



共有だ、参加だというけれども、どうもよりどころがないと。どういう基準でどんなことでやっているのだ

ろう。都合のいいところだけやっているのではないかという話も出てきました。それからもう一つは、情報

公開とか共有をして参加をして仕事を決めていくということは、私、首長、責任逃れをしているのではない

かと。判断を自分でしないで人に責任を預けている、それはおかしいのではないかなどという批判が出るよ

うになったのですね。そこでそれらをつらつらと考えてみるに、とはいうもののやっぱり情報共有、公開と

いうものは必要だと。では、どうすればいいだろうと。そうだ、ニセコ町のまちづくりの理念を明文化しよ

うと。そしてルール化できること、手続として明らかにできるところは手続にしようではないかということ

で制定をしたのがニセコ町のまちづくり基本条例なわけですね。余り今日深い内容まで言えませんけれども、

そんな感じでございます。

○千葉委員長：ありがとうございます。今朝ＨＢＣラジオの方でご出演しておりまして、私車の中でお聞きしまし

た。朝早くから本当にご苦労さまです。ありがとうございます。また、同じように逢坂町長にお聞きします。

ニセコ町の現在の課題というのは何でしょうか。そしてまた市町村合併への取り組みをお聞かせ下さい。

○逢坂町長：課題というのは山のようにありますけれども、今日おいでの皆さんにお話すべきような一般的な課題

としては、やはり財政の問題でしょうね。今後、財政がどうなっていくかということが極めて不安でござい

ますね。そして、それに合わせて今国から提示されている合併の問題にどう取り組んでいくかということが

非常に大きな課題になっているわけであります。それと合併の問題につきましては、これは平成９年当時か

ら私はとにかく自治体というものはもう今の形のままでは進まないと。何らかの変化が必要であるというこ

とで、とにかく議論をすることが大事だということを常々言ってきたわけですが、昨年、今度は近隣のまち、

ニセコ、倶知安、京極というまちがありますが、その三つのまちで合併の研究会を立ち上げて今議論をして

いる最中でございます。それとあわせて、今後町民の皆さんにどういう手順で説明していくかということを、

昨日の管理職会議でまた決定をいたしまして、これから年末に向かって相当回数の説明会をしようと。それ

からもう一つは役所の中での議論ですね。職員も１０人程度のグループに全部分けまして、それぞれワーク

ショップのような形で議論をして、最終的に合併に対する意志を明確にして平成１７年３月を迎えたいとい

う、そんな取り組みを今しております。

○千葉委員長：ありがとうございます。逢坂町長さんのホームページを時々見させていただいております。皆さん

もちょっとのぞいていただきたいと思います。次、西川会長にお聞きします。現在日本青年会議所の市町村

合併の取り組み、地方分権時代においていち早く地域主権という言葉を導入いたしまして青年会議所は活動

しておりました。これについてちょっとコメントをいただきまして、今後青年会議所がどういう形でまちづ

くりにかかわっていくかお聞かせください。

○西川会長：青年会議所としての取り組みと、青年会議所というのはもともと明るい豊かな社会をつくろうという

ことを目的に活動している団体・組織なのですけれども、その中でやっぱり地域主権型社会の形成というと

ころで、まず市町村合併とかがあるのかなというふうに思っております。地域主権型というと地方分権、地

方分権については国が地方に権限を移譲したりおろしたりしていくものであって、地域主権とはやっぱり住

民自治であったり市民参加というような部分で、より草の根に近いレベルであろう。この市町村合併も、地

方分権よりも地域主権の意味合いが強いのではないかなというふうに思っておりますし、また、合併という

ことは目的ではなく一つの手段であろうなと。住民がこれから２０、３０年後、５０年後、１００年後の自

分たちのまちを考えるための一つの手段であろうというふうにとらえております。私自身も小学校６年生に

なる息子がいるのですけれども、私、恵庭なので恵庭に住んでいるわけなのですけれども、その息子が２０

年後に、何でお父さんたちがＪＣ運動をやっていたりしたときに、市町村合併、合併の話がいろいろなチャ



ンスがあったのに、あの時、何で合併しなかったの。あの時、何で隣のまちと合併しなかったのと聞かれた

ときに、我々は今の生きている責任世代として何と答えるのか。合併すればいいということではないと思い

ます。決して合併ありきではなく、今この時期に、先ほどの委員会のプレゼンテーションでもあったように、

今この時期にちゃんとした議論をして、自分たちの２０年後、３０年後のまちはどうあるのだということを

認識して決断しなくてはいけない責任世代だなというふうに青年会議所は自覚して活動していかなくてはい

けないというふうに思っておりますし、また、もう一つ、どうしても財政ありきの合併論になっていくとき

に、青年会議所のメンバーも一住民として、決して財政が豊かなだけが幸せな明るい豊かな社会ではない、

いろいろな選択肢があるのだろう。それを一住民としてみんなと、地域の人と一緒に考えたいなと、そんな

声を出していけるのが若者としての特権ではないかなというふうに思いながら取り組ませていただいており

ます。以上です。

○千葉委員長：ありがとうございます。我々青年会議所というのは青年経営人の集まりです。そして無料奉仕で、

ボランティアでまちづくりを行っている団体です。西川会長、我々一同まちづくりのために日夜働いている

わけですよね。ありがとうございます。そういうわけで、あと最後に相内教授の方からちょっとコメントを

いただきますが、まず市町村合併の背景にある問題とは何でしょうかということで、実は合併を男女の結婚

に例えた場合、財産のある男性と美人の本当に魅力ある女性の結婚は比較的容易なのですが、実は私独身で

ありまして、40歳で財産もなく、こういう男は魅力的な女性と結婚は難しいと思うのですが、実は合併した

くてもできないような自治体、本当にあると思いますが、これを解決する方法というのは実はあるのでしょ

うか。その辺を含めてお願いいたします。

○相内教授：小樽商大の相内です。何かこんな高い所からお話をするのはちょっと変な気持ちで、本当だったらそ

の辺にいて皆さんとお話したいなと思っておりました。今の司会の千葉さんですが、もし内面に魅力があれ

ばきっと結婚できると思いますけれども。決して財産や見かけで人を判断する人ばかりではないと思います。

済みません、何かのっけから変な話になってしまって。ちょっと今のご質問に直接お答えする前に、どうし

て国や道が合併が必要だというふうに言っているかというところをもう一回ちょっとおさらいをしておいた

方がいいと思っているのですが、これは一番強く言っているのは、というか、意識せざるを得ないのは、財

政ピンチの中でとにかく効率化を図らなくてはいけないということがありますよね。それから、地方分権を

進めてきたので、その地方分権によって市町村が引き受けなければならない行政上の責任というのが非常に

大きくなったのだけれども、それを実際に決定し執行する能力というものを市町村は本当に兼ね備えている

だろうかと。それをしっかり持つためには、もっと規模が大きくならないとできないのではないのかと。そ

れから、高齢化が進んで社会の少子化が進んでいるという現実を考えたときに、一つの自治体の中にやはり

ある程度の生産年齢層の人たちがいるということが大事だと。だからそういう人たちのいるような社会を、

自治体をつくる必要があるだろうと。それから、住民ニーズというのは非常に多様になっていると。さっき

の田岡市長からのお話にもありましたけれども、そういうものを地方自治体は率直に聞いて、それにこたえ

ていかなければいけないけれども、多様なニーズにこたえるには行政にはもっと能力が必要になると。そう

すると、そういう専門的な知識を持ったような人たちが行政の中にちゃんといるようなそういう行政体とい

うものを、行政府というものをつくらなくてはいけない。それは小さい政府では無理だろうと。それから、

これはちょっと取ってつけたような理由ですが、しかし国は真剣に言っていますのでとりあえず言っておき

ますけれども、人々の生活圏というものが従来とは違ってもっと広域化されてきたために、従来は一つの市

町村の中で生活圏がおさまっていたのだけれども、そうではなくなったから、それにむしろ合わせた形で自

治体のテリトリーというものも考えた方がいいと。そんなようなことを言っているわけなのですね。なるほ



ど、そうかなというふうに考えを進めるわけなのですけれども、合併を選択するかしないかを考えるという

のが、まず第１の判断のポイントでしょう。そのときに、今のような問題はどこの自治体も抱えている、こ

れは確かですよね。これを解決する方法の一つとして合併があるかもしれないのだけれども、でも本当に合

併したらこういう問題が解決できるのかというところで１回考える人があるし、もしかすると合併すると今

のような問題がもっと難しくなるかもしれないということも起こるかもしれないわけですね。そうすると、

さっきメリット・デメリットというふうに言いましたけれど、そのメリットに挙げられているものは、とい

うふうになるかもしれないという、そういう可能性に過ぎないわけです。そうすると本当にそうなるかどう

かということは、かなり本格的にきちんとデータをそろえて、きっちり検討をしなければならないというこ

とではないのかと。そこで、私の指導している大学院の学生さんたちが中心になりまして、シミュレーショ

ンをやるということを考えました。そこで一番最初に取り組んだのは、各市町村がどんなふうに行政課題を

解決しているか、どんなふうに広域連携をして行政課題を解決しているかということを見ていったわけです

ね。そうしたら、決して同じところとだけやっているわけではない。消防とか、それから保健衛生とか、あ

るいは火葬場だとか、あるいは救急車だとか、あるいは上水道、下水処理といった、行政の仕事というもの

を機能として考えてみると随分いろいろな広域的な連携をしながら実際には仕事を進めてきていると。だか

らもう既にここで挙げられているような、一つの市町村では全部こんなことを賄い切れないではないかとい

うことについては、もうとうに自治体の首長さんたちはご存知で、それはもう既に協力して広域的にやって

きている。さて、北海道は合併推進法に基づきまして要綱というのをつくりました。要綱で皆さんご存知の

ように９３パターンの合併のパターンというものを、いっぱいいろいろな地図をつくって示したのですね。

ところがそれを示したときの基準というのは、中心地から中心地までの距離が４０キロ以上にならないよう

な組み合わせでやったらどうなるかということだけでありまして、ほかの要素は何も入っていません。そう

すると、例えばＡというまちとＢというまちが一緒になるようなパターンになっているのだけれども、それ

が一緒になった時に行政サービスが本当に向上するのかどうか。人々の生活に直結しているようないろいろ

なサービスが本当によくなるのかどうかというようなことまでは全く視野に入っていないと。これをちゃん

とやらなくてはいけないのですが、これはこのお二人には責任があるわけではなくて、本当はそういうこと

をやらなければいけないのは道の責任なのですけれども、道ではこの 6月ぐらいには何とかシミュレーショ

ンをできるような情報を出すと言っていますが、やっとその頃になって基本的なデータが出てくるというよ

うなわけなのです。最後に一つだけちょっと言っておきますが、道のその９３パターンというのは、全部９

３もあるとだれもみんな見ないのですね。自分のまちのことだけを見るわけなのですけれども、全部９３パ

ターンやってみました。北海道の地図の上に全部当てはめてみたのですけれども、どことも合併できないと

ころが出てくるのですよ。これは道も気がついているのだろうと思うのですけれども。そうすると、道の頭

の中に合併できるところとできないところが出てくるのは、まあ、仕方がないというふうに考えているらし

いと。そうだとすると、では合併できないところはどうなるのかという問題についても、やっぱりきちんと

した将来像というものが示されないと、これは合併を選択するかしないかという選択そのものが非常に難し

くなるわけですね。このお二人は船長さんですから、もう船に乗っているわけです。船に乗っているわけだ

から、かじをどっちに切らなければいけないかというときに、いやちょっと待てと、何もしないでしばらく

していろというわけにはいかないわけで、必ず、それでは合併を進めるとしたらどういう方向へかじを切ら

なければいけないのか、何をしなければいけないのかというので着手するわけです。そこでさっきの結婚問

題が出てくるわけなのですけれども、仮に石狩市が石狩町時代に第三セクターでめちゃくちゃに大きな借金

をこさえていて、もうこれはどこの町村とも一緒になったら相手が真っ青になるような状態だったら、合併



問題というのを本当に提唱できるだろうかというような、そういう問題も実はあるわけでしょう。それから、

具体的な例を出してなんですけれども、旧産炭地のここの道ブロックの方々にも関係のあることですが、旧

産炭地の本当に小さくなってしまった市が幾つかありますけれども、そういうところは、例えば空知のもう

ちょっと中部南の農業地帯の町村と一緒になりたいといったときに、何で私が何とかワールドの借金を全部

払わなければいけないのだろうかというような、そういう議論が出てこないとも限らないと。そうすると今

のこの合併問題というのは、まさに合併できるもの同士の勝ち組、勝者連合というものができるだけだと。

勝者連合ができるのは構わないというふうに考えるのであれば、では負け組を一体その勝ち組は、いやこれ

は競争に勝った我々の勝利であって、負けた町村はお気の毒でしたということで果たしていいのだろうか。

こういう問題が残るわけです。それからもう一つ、石狩にだけちょっと特化してお話すると、これ浜益村、

それから厚田村、１市２村と言っているわけですね。さっき言った、合併によって生産年齢にある人口がふ

えるとか、あるいは行政コストが削減できるとかそういう問題、本当にこの合併で進むのだろうかと。もし

かすると石狩市民は今払っている税金のかなりの部分を厚田村や浜益村の行政サービスのために使わなけれ

ばならなくなるかもしれない。そういうことまで本当に市民が納得をして、その上で合併を進めるというと

ころまでいかないと、これは本当に合併問題が議論されたことにならないと。そういういろいろ難しい問題

があるという、背景にある問題というのはそんなふうに説明できると思います。

○千葉委員長：ありがとうございました。せっかく今そういう問いかけをいただきましたので、この辺でちょっと

首長さんの方にお聞きしたいと思います。逢坂町長さん、今相内教授が言われましたけれども、いわゆる首

長さんというのは自分の自治体のことだけを考えていればいい、極端な話ほかの市町村のことはそれ以上考

えなくてもいいのかもしれないけれども、そんなことはないと思うけれども、道民としてほかの市町村、合

併できない市町村をどのように救済するかということは、逢坂町長さんの口からはなかなか言えないと思い

ますが、もし提案がありましたら何か、どういった方法がありますかね。

○逢坂町長：別に私がニセコから５００キロも６００キロも離れたまちのことを言うというのは非常におこがまし

い話でありますけれども、近隣のまちのことについてはやっぱり当然これは考えなければいけないわけです

ね。それで、先ほど相内先生もおっしゃったように、現にまさに合併するしないに関係なく広域的にはいろ

いろな仕事を一緒にやっているわけですから、それらの既にパートナーであるということと、やっぱりニセ

コの人は隣のまちへ買い物に行ったり、隣のまちから逆にニセコへ働きに来ている人もいるわけですから、

そういうまちと将来地域をどうつくっていくかということを考えていくということは当然必要だと思います

ね。だから、まさに自分のことだけをやっていればいいなどという問題ではないというふうに私は思ってい

ますけれどもね。

○千葉委員長：ありがとうございます。もう一つ、では田岡市長さん、今ちょっと相内教授が述べられましたが、

浜益村、厚田村、この連携、合併した場合、石狩市民がどのような考え方を持っているか。合併した後、我々

のいわゆる税金がそっちの方に行ってしまうと。石狩市民たちの立場に立ってみれば、相内教授が言われる

ようにどうも納得いかないという市民がおられた場合に、それに対して市長としてどのような。済みません。

申しわけない。言いにくいでしょうけれども。

○田岡市長：この問題は一つ特徴的に挙げると、財政力に差があるといいますか、実体的に大きなまちと小さな２

村とのというケースでなりますので、財政の問題が露骨に出るという可能性は実は十分起こり得ると思いま

す。その結果、石狩市民の多くは寄らば大樹で財政力の大きな札幌と合併すべきだという議論も当然起こる

と思いますが、一方で私たちのまちは４００年の歴史を持った古いまちです。そして北海道の草創期におけ

る文化そのものを創出した石狩湾という共有海域を持って、生活や文化を持っていると。現に行政の中でも



さまざまな広域行政をともに進めているという、この実績と文化、そして合併の財政的なメリット・デメリ

ットを総合的に評価するということになると思いますので、お金の話だけをしたら、それは住民負担がプラ

スにならない方がいいと考える人もいるでしょう。私たちはこれからすべてそういった可能な限りの情報と

いうものを市民に提供しながら、国が示しているスケジュールにきちっと１回答えを出そうというふうには

思っております。

○千葉委員長：相内教授、お願いします。

○相内教授：何か非常に政治的な話になってきたので僕困っているのですけれども、別に石狩市民の税金が使われ

るから、だからだめだと僕は言っているわけではなくて、そうではなくて、そういうことについて市民がち

ゃんと納得をした上で合併を考える、判断するということは必要だというふうに言ったわけですね。そうな

ると、例えばそこで厚田村や浜益村を一つの市の中に入ってもらったことによって、まちづくりにどういう

プラスの展開ができるのかといったそういうはっきりした将来プランというものをつくっていくような、そ

ういう議論がそこで一緒に行われれば、いや税金の一部を使うけれども、しかし我々のまちの環境はこんな

ふうにプラスになるのだとか、あるいは将来発展像というものがこういうふうに描かれるのだというふうに

なっていくわけでして、そういう問題も含めて何か僕は一つだけ言ったので、何か合併が難しいからだめみ

たいな、そんなふうに聞こえたら申しわけありません。そういうつもりではありません。

○千葉委員長：ありがとうございます。相内教授もう一つお話いただきたいと思います。先生は諸外国の政治ある

いは行政等に詳しいと思いますが、外国の地方自治体と比較した場合、日本自治体のあり方がそもそも機能

してきたか、あるいはほかの諸外国における自治体が、日本は３０００余りありますけれども、これが果た

して外国と比べたら多いのか少ないのか、諸外国と比較したことをちょっとお聞かせ下さい。

○相内教授：まず、一番最初にお断りしなければならないのは、どこかに世界で一番いい地方政治のシステムがあ

るかということは、あり得ないということでして、それはむしろ中央政府と地方政府、あるいは地域に住ん

でいる私たちがどういう関係でいたいかということと実はかかわっているわけですね。そういう、こうあり

たいというあり方を、では地方政治のあり方、地方政府の仕組みというものが、どんなふうにそれを形づく

るかと。そういう発想をしなければいけないかと思います。ただ、歴史的に言うと、例えばイタリアとかフ

ランスのコミューンと言われるところは、本当に長い伝統のある村で、人々がそこに長い間そこでまちづく

り、村づくりをしながらやってきたという伝統があると。ただ、日本の場合は、戦後の高度経済成長期に特

に顕著だったわけですけれども、みんな東京の方を向いて、そして人はどんどん大都市に流れていってまち

は疲弊し、そしてどこにも同じようなまちづくり、同じような文化ができていって、それがいいというふう

に思っていた時代というのがやっぱりかなりあった。だから、それからもう一つ、北海道はやっぱりまちづ

くりを始めてからそんなに長い期間がたっていなくて、そんなに伝統があるわけではないという、幾つかそ

ういう外国との違いはあると思います。ただ、私は外国と比べて日本で一番弱いなと思うのは、地域のこと

を地域が決められるという仕組みがやっぱり保証されていないということだと思うのですよ。例えばすごい

簡単な例を出しますと、例えば厚田村の厚田村議会というものと、あるいは浜益村の浜益村議会、あるいは

石狩は石狩町だった時代には町議会があったし、今は市議会があるでしょう。この議会の仕組みというのは

サイズがどうであろうとみんな地方自治法で決められた形を持っていて、もちろん人口及び議員数によって

議会の仕組みについてはいろいろ制約はあるけれども、みんな金太郎あめみたいな同じような格好ですよね。

それから選挙の仕方も公職選挙法という法律で全部一律決まっているわけでしょう。だけれども、例えばう

ちの村はそんな議会制度ではなくてマネジャーでやりたいと。いわゆるシティーマネジャーみたいなやり方

をやりたいとか、あるいはタウンミーティングみたいにみんなでやるのだと。このみんなでやるやり方とい



うのは実は地方自治法の中にあるのですけれども、色々なスタイルの議会だとか行政のスタイルとかという

もの、あるいは行政の首長のスタイルとか、行政のやり方を工夫して自分で決めるということができない仕

組みになっているわけですね。これはすごく外国と比べるともっと主張してもいいところではないかという

ふうに思います。それで、私何かせっかく質問されたので、それに乗じて私のちょっと今考えていることを

言いますと、合併するとどうしても厚田村は石狩市の一部になってしまうと。そうすると厚田村が厚田村ら

しさを持っていろいろ決めたり、自分たちの生活に一番密着したことについて決めてきた決め方というもの

が全部石狩市議会で決めることになってしまっていいのかどうかと。合併に反対している人というのは、コ

ミュニティが壊れるとか、そういうふうにして反対する論拠を言う方がいらっしゃるわけですけれど、私は

それならむしろ合併というやり方で全部同じように考えないで、今の町村そのまま単位で残して、あるいは

江別市のように、大麻とか野幌とか江別の元町とかというふうにかなりひょろ長い中にまとまりが幾つもで

きているところは、今の自治体の単位をもっと細かく分けて、いわば一つの地域の中でもっと身近な問題に

ついて自分たちが自分たちのことを決める自治というものが保証されるような仕組みを、この際だから考え

てみたらどうなのだろうかと。そうすると何もわざわざ厚田村も浜益村も石狩市を名乗らなくたって、浜益、

厚田のままいたっていいではないのと。そのときに考えられるのは、アメリカはカウンティという、郡とい

う単位がありますよね。そうすると何か石狩湾郡とか、石狩湾北部郡とかというような郡をつくって、その

中にいくつかの町村が入っていて、郡政府が小さい議会を持っていて、その議会が決定し、それぞれのもと

もとある村の議会はもっと小さい自分たちの最も身近なところの生活上の、地域上のサービスを、地域的サ

ービスについて決定すると。そのスタイルは自由に決められると。カウンティの議会は、本当にそのエリア

で共通に必要な広域的な行政のための行政サービスを責任を持ってやるというような仕組みを考える。そう

すると、例えば道庁の支庁というものは要らなくなってしまうのですよ。すると、支庁が要らなくなると、

支庁にかかっている費用を全部そういう郡の自治のための金に使ってというふうに考えれば、何かわざわざ

どうしたって何が何でも市町村合併だということを言わなくてもよさそうに思うと。特に道東の本当に人口

密度の低い非常に広い面積をもった町村の合併という問題を考えると、これ合併したらむしろ連絡調整費用

の方がかかってしまうかもしれない。あるいはたった４０キロじゃないですかというけれども、地吹雪で冬

にはもうそんな簡単に行けないようなところがあるわけですよ。例えば弟子屈と標茶の間で地吹雪で車が何

十台もとまってしまったりしまして、そういう問題を考えると、何が何でも合併という制度ではなくて、北

海道なんかは特に特殊な事情があるわけだから、北海道型の地方自治のスタイルというものをもっとちゃん

と主張してもいいのではないのと。でも、これを市町村の首長さんに言えというのはなかなか酷な話だから、

本来なら道議会あたりできっちりそういう議論をすると。あるいは道がそういう問題について考えろと。そ

ういう提案も９３パターンのときと同じように、同じレベルで色々な情報と一緒にこういうことも検討でき

るのではないかというようなことを道民に投げかけるぐらいのことがあってもいいのではないかしらという

ふうに思っているわけです。

○千葉委員長：ありがとうございます。合併が必ずしも行政経費の削減にはならないということだと思うのですけ

れども、逢坂町長、その辺、道庁がそういう担い手になってやるという方向、逢坂町長の方から提言すると

いうのは全く別問題なのでしょうけれども、その辺どういったお考えを持っていらっしゃいますか。

○逢坂町長：それは道も選挙で選ばれた議員がいて、選挙で選ばれた知事がいる政府ですから、それは政府として

の考え方があるわけですから、余り私がとやかく言う問題ではないような気がするのですけれども、そのほ

か勝手なことを言っていいですか。

○千葉委員長：よろしいですよ。この際どんどん言って下さい。



○逢坂町長：先ほど相内先生がいろいろと整理をしてくれて、今回なぜ合併の議論になっているのだという話で幾

つか理由が述べられていましたね。主に、相内先生は国がこういうふうに言っているということをベースに

しゃべったわけですが、やっぱり今回の合併の一番大きな理由は、もうこれは先生も十分ご認識のとおりだ

と思いますが、財政問題ですね。ひとえにこれに尽きるわけですね。色々ないいことを言っているわけです

けれども、まさにもう財政が立ち行かないということであります。例えば石狩市、先ほど市長さんにお聞き

したら地方交付税が３０億くらい来ていると。市税が８０億くらいだという話をしておりましたが、この３

０億の地方交付税をもらっている国全体の会計を見ると、今４６兆の借金をしているのですね。にもかかわ

らず、１年間に地方交付税の財源として上がってくるのは１２兆で、２０兆ぐらい配っているわけですよね。

そこで毎年８兆そろばんが合っていない。だから４６兆が来年になるとこれは５０兆を超える借金になるわ

けですね。そういう中で国はもう交付税なんか配れないのだということをはっきりと言っているわけですね。

だから、自治体はもうこれから何らかの変化が絶対に必要なのですね。合併するとかしないとかという問題

以前に変化が必要だ。だから本来は、私たちのまちはこのまま進まないのだ、だからどう変化すべきだとい

うことをもっと真剣に考えるべきなわけですね。その一つの手法として、先ほど先生がおっしゃったカウン

ティのようなもので、それぞれのもともとの市町村は自治権みたいなものを持たせてやるというのも一つの

私は考え方でいいのではないかというふうに思っているわけですね。ところが今我々が困っているのは、そ

ういう多様な本質議論をもう許している段階ではないということなのですよ。国として大きな方針として、

合併を前提にこの国をつくっていきますということをもう既に法律で決めているわけですね。だから、本質

議論は必ずしも許されていないというところに私たちの合併に対する問題のいずさみたいなものがあるので

すね。だから、本来こうあるべきだとか、本来こうしたいということを全く我々は今議論しておりません。

でも、先ほど先生がいいことを言ってくれた。私も田岡市長さんも船長ですから、船長はまさに船を動かし

ているわけですから、そこで船をとめて、では本質議論しようと。どの船に乗るということを今言っている

いとまはないのですね。ここに今回の問題の非常に大きな悩みが私たちはあるわけであります。それからも

う一つ、合併をそれでは仮に前提にしてこの問題を考えようとしたときに、国の方針に従って、それでは合

併を前提にして考えようと合併議論を中心に据えて、本来制度はどうあるべきかという議論をネグるわけで

す。でも、そのときにも問題がありまして、それは何かというと、合併を選択しなかったらそれでは地域の

将来がどうなるのだということが必ずしも描けないのですよ。要するに将来の財政の姿はどうなるのだとか、

どの程度交付税が切られるのだとか、そんなことが全く見えないということですね。そこにやっぱり非常に

今回の問題の見苦しさがありますね。それで、このことについて先週と先々週、片山総務大臣にもお会いし

て、もっと合併を選択しなかった場合の条件を出せという話をしたのですが、それはやっぱり出すことは必

ずしも簡単ではないという話をしていますね。それから事務レベルでお聞きしたら、マクロとしては言える

というのです。日本全体として交付税が減るということはもう明らかだと。それははっきり言えるけれども、

ではニセコ町が２０%減るとか石狩市が８%減るとかそういうことは言えないというのですね。だから、我々

はちょっと与えられた条件が不十分な中である程度の意思を決定しなければいけないというつらさがありま

すね。よろしいでしょうか。

○千葉委員長：ありがとうございます。首長さんたち、また非常につらいところもあるのですね。そう思うと。い

や何かもう、そこの首長さん、トップであればリーダーをとって何でも自分の王国だという感じがするのだ

けれども、決してそうではないと。どうですか、田岡市長さん。その辺もう一度、何かありましたら。

○田岡市長：うちの合併パターンの話についつい行ってしまうのですが、国が説明しているいわゆる合併のメリッ

トというのは、例えばある種の行政体が集合することによって市をつくることができる、あるいは中核都市



を形成することができるというように、量的なメリットということは非常に説明がしやすいと。そのことが

いいかどうかは別にして非常に説明がしやすいと。ところが私どもの今回の合併パターンにおきましては、

どんな教科書、どんな本を読んでも、実は石狩に明確なメリットを説明する、それをなかなかつかみ切れな

いと。私たちは明確につかめないのだということを明確に市民に言わないとだめだと。それは、ここまでは

こうなのですということで、実はどうそろばん勘定しても、うちの人口でいくと恐らく交付税は今の形を前

提としたらそう落ちないだろうと。人口も伸びているし、それから税収は落ちているので補てんするという

意味でも現実に交付税は増え、昨年全道の市で交付税が増えたまちは石狩と苫小牧です。悲しむべきか憂う

べきかというのは大いにこの問題は持っているのですね。そういうことを考えるときに私たちが今、端的に

言ってしまうと目先のメリット・デメリット論でこの石狩、厚田、浜益は語れないだろうと。それで、やっ

ぱり最初に私が言わせていただいたように量的な満足感、量的なものから質的に変わった。その質というの

は何かということを言葉を言いかえると、まさに私たちが何を求めている、文化だと思うのですね。だから

文化というものを判断の目線に置くということになったときに、その文化は当然インフラをどう整備してい

くかということも含めて、まち全体が文化論をもう一度闘わせていかない限り、財政論は大切ですし、やり

ます。それから、わからないであろうけれども、わかる範囲は十分見せます。しかし私たちはその文化論と

いいますか、この石狩、厚田、浜益の三つのまちの将来どうあるべきかという真剣な議論がなくては、この

合併の議論の進展性さえ生まれてこないのではないかと思っております。

○千葉委員長：ありがとうございます。もう一つ突っ込んで聞きますけれども、田岡市長、我々石狩市民、私は石

狩市民ではないですが、石狩市民に何をしてほしいですか。逆に言えば行政の方からはどういう行動をとっ

てほしい。あるいは石狩ＪＣというのがあります。この団体、まちづくりの団体に対して、市長さん個人的

にはどういった願いを込めて活動してほしいですか。

○田岡市長：ＪＣの皆さんが非常に今日的な課題に積極的に取り組まれているという意味においては、こういった

場面をつくってくれるということも私たちの一つの期待にこたえていただいたのではないかと思いますし、

それから、やはり先ほどの挨拶の中にも、私たちの若い世代が許される密度の範疇の中で大いに議論を重ね

ようという話をされていましたので、やはり立場とか制度とか、それからデメリット・メリットの議論を超

えてラフな会話を大いにしていただきたい。それが民意を形成するための非常に大きなテーマ、材料を与え

るのではないかというふうに思っています。それから、石狩市民にこの問題はということになったときに、

やっぱり行政指導なのです、この問題の進め方は。これが市民の中から石狩文化論が生まれて、厚田、浜益

が一緒に合併しようやなんていうことは言っても仕方がない話なので、ある程度私たちが様々な場所へ、あ

るいは提供する、それから求めに応じるという形をしたときに、大いに真剣な議論に参加をしていただきた

いということに尽きるのではないかと思うのですね。私たちは当然参加がある以上は情報の開示が前提だと。

情報なくして参加はあり得ないと思っておりますので、この辺あたりは市役所の役割だと思っています。

○千葉委員長：ありがとうございます。突然突っ込んで質問させていただきまして申しわけないと思っております。

逢坂町長、ちょっとお聞きしますが、一般論でもよろしいですし現在の状況でもよろしいです。ニセコ町の

抱えている問題でもよろしいです。市町村合併の問題を進めるに当たって、それを阻む障害となっているも

のと、またその障害を取り除くための有効手段というものがありましたら、そういうのをご説明ください。

○逢坂町長：合併の障害というよりも合併議論の障害というふうに言うべきだと思うのですけれども、それはさっ

き言ったまさに二つのことですね。一つ、情報が足りないということと、実は本質議論をもうしているいと

まがない、余裕がない状況に我々は今来てしまっているということ。そのときになって慌てて全国の３３０

０の市町村で合併の問題を考えようというふうになっていることがやっぱり大きな壁だというふうに思いま



すね。それから今度、別の観点から見ますと、先ほど相内先生が諸外国との比較の中で自分で判断するとい

う力を我々日本の自治体には与えられていないというところは、実はこれは非常に大きな問題でして、よく

全国の３３００の市町村が自前で財源も賄えない、自立できないというふうに批判されますわね。でも、自

立、自分の足で立っていく自立以前に自己を律する方の自律、自分たちをコントロールするという権限を我々

は実は残念ながら持っていないのですね。だから、自分たちが自分たちのことを、権限を持っているとする

ならば、少ない金の中で頑張ろうかという発想だって出てくるわけですね。だから、今の日本の自治の問題

は、多様性が認められていないというところにも大きな課題があるのではないかというふうに私は思ってい

ます。それから、先ほどの田岡市長さんの話の中で、ちょっと私もそうなんだよなと感ずることがあるので

すが、合併をしてみて明確なメリットを説明できないということがありましたが、それは同感ですね。一つ

だけ言える、はっきり言えるメリットは、例えば三つのまちが合併したら特別職が１２人から４人になると

いうことですね。これはもう間違いのないメリットですね。それから議員さんの数が減るということであり

ます。総務省の言うとおり合併をしたら、全国で４兆円から６兆円お金が浮くそうでありますから、ニセコ

も７町村で合併すれば２８人の特別職が４人ですからね。人件費たるや、もう物すごいあれですね。それが

明確なメリットなのかもしれません。ただし、よく考えてみたら、合併によってメリットが得られるという

ことを考えていい時代なのかどうかということなのですね。日本全体の船を考えてみたときに、日本は本当

にこれからよいという方向へ向かっているのかということなのですよ。例えばＧ７の国の中で、国全体の債

務残高がここ１５年間増え続けているのは日本だけです。あのイタリアですら肩が下がってきて、今債務が

減っているわけですね。それから、財政の収支が毎年悪化している国もＧ７の国の中で日本だけです。それ

から、この間新聞で発表になりましたが、S＆P で日本の国債の格付を下げました。イタリアより下がりま

した。５月から６月にかけて、もう１ランク下げるというふうに言っていますね。というようなことを考え

ると、合併してメリットを得られるということではなくて、合併しなかったらこうむるべき被害みたいなも

の、デメリットみたいなものを、合併によってどれほど防げるかという観点も場合によっては要るのかもし

れないというふうに私は思っているのですね。ただ、余りこれを言いますと、まるで私が総務省の犬のよう

に聞こえますので、そこを余り強くは言いたくはないのですが、でもこういう視点だって絶対必要だと思い

ますよ。特に小規模の自治体は、では本当に合併しないでやっていけるのかということですね。特に、ここ

に職員の方が来ているとするならば、給料が３割下がっていいかと。労働者としてですね。そんなことだっ

て考えてみた方がいいのではないですか。家へ帰ったら母さんに怒られますよ。「あなたローンどうするの」

ということですね。

○千葉委員長：ありがとうございます。では、相内教授お願いいたします。

○相内教授：さっき逢坂町長が総務省で合併しない場合にどうなるかということを問題にしたと言われましたよね。

私は特に北海道の場合ですけれども、例えば茨城県とか埼玉県とかああいうところは、もう自転車で隣のま

ちに簡単に行けるようなところなわけでしょう。北海道というのは、隣のまちには峠を越えないと行けない

なんていうところは幾らもあるし、大体集落がぽつんぽつんとあって、私は道東の標茶町というところに時々

行くのですけれども、標茶町の鶴居村に近いところの久著呂という集落と、中札内と標茶本町と虹別に行く

のに４０分も車に乗ってかかるようなところだし、冬になったら大変なわけですよね。それで隣の中標津町

と一緒になるといって、すごい大変だと。それに財政の問題もある。だから僕は合併協議ができる市町村と

いうのは幸いなのだと思うのですよ。本当に変な話だけれども、合併したら１０年間はとにかく交付税は保

証してやるよと。もっとも１０年後にどうなるかという話がまたわからないというのも恐いのですよね。１

０年間お金はちゃんとくれると言うから、では色々一緒になりますと。１０年たったらもう終わりという話



なのかどうか、ここも問題なのですけれども、それはともかくとして、合併協議ができる市町村というのは

幸いなのですよ。合併したくたってもうやれないような条件のところというのはたくさんあるわけね。そう

いうところはではどうするのかというと、もともと地方交付税、交付金は、もう国が借金をしながら出して

いるわけで、合併するところには従来どおり出しますよと。もしたくさんのところが合併したら、残ってい

るところは、原資からおまえのところにはやるものがないといって、もしそこで削っていくとしたら、昔か

ら言うことわざにあるような水に落ちた犬を打つというようなことになると。だから、ただでさえ大変な町

村は何も好きこのんで大変になっているわけではないわけでしょう。そういうところが、合併できないから

といって交付税は削られて、それであげくの果てに恐らく国の頭の中にあるのは２級町村制ですよ。２級町

村制というのは何かと言えば、道が管理・監督をして条例もつくれない、まさに自治をみんな取り上げて、

住みたければそこへ住んでいてもいいけれども、しかしあなたたちは、その何とか町という名前はくっつく

かもしれないけれども、上に２級とくっつけて、いわゆる自治はないよと。さっき言ったように私は勝者連

合だというふうに、ちょっと皮肉に言ってしまったのだけれども、合併できるところは合併したらいいでし

ょう。だったら合併できないで残ったところを、では道は本当にどんなふうに町村が成り立っていくように

支援するのかと、そういうことも何も見えていないのですね。それからもっとはっきり言うと、ここに本当

はだから僕は堀知事が来ているとよかったなと思っているのですけれども、実は合併推進法の中に、合併を

できる条件があるのに合併推進を進めないところには、道は最終的には勧告をして、やれと言うというふう

になっているわけですね。それは本当に合併できる条件があって、した方がいいということが客観的に言え

るようなところで、でも嫌だからとか、隣のまちは嫌いだからとかいってやらないようなところは勧告ぐら

いしてもいいかもしれないのだけれども、本当に合併できなくて困っているところにも、やらないと罰を与

えるぞというような発想では、これは僕は困ると思いますね。さっきから道の責任だというふうに言ってい

るのだけれども、これは僕は２人の首長さんに伺いたいのですけれども、やっぱり横並びの水平的な市町村

懇談会とか市町村会議のようなところで、合併できないところ、やりたくても非常に難しいところについて、

どういうふうに道や国は考えるべきかというようなことをやっていくようなことというのは必要なのではな

いか。自分のところの合併について推進しながらでも、そういう問題はやらないと、何かちょっとだれもそ

の問題について手を打たないということにならないのだろうかと。ちょっとそのことが心配なのですね。

○千葉委員長：どうですか、逢坂町長さん。その辺に関してコメントありましたら。

○逢坂町長：今の相内先生の指摘は私も１００％同感でして、合併できない自治体にどう制度設計をしていくかと

いうことが今回のこの合併議論の中からすっぽり抜け落ちているのですね。放送では余り適切な用語ではあ

りませんが、片手落ちの対策であるというふうに言わざるを得ないのですね。ただ、そのことを、それでは

我々首長が連携をして話していけるほど、我々首長がみんなが議論になれていて上手かというと、そうでも

どうもなさそうな側面もあるのも事実ですね。殊合併の問題になりますと、政治的なやっぱりにおいが相当

してくるものですから、単純に私と例えば隣の町長が話しただけでも、次の日の新聞には、そんなにはでか

くないにしろ何かあそこでやっているみたいだぞなんて出るわけですね。そうするとまた、いらぬ勘ぐりを

されたりということで、本来横並びでもっと真っ当に議論をしたいわけですが、必ずしもそうもいっていな

いというのが、申しわけないですけれども先生、実態ですね。

○千葉委員長：田岡市長さん。

○田岡市長：全くそうですね。この問題は、先ほどから町長さんがおっしゃっているように、本来あるべき議論の

積み重ねの上に、一つの手段として、それが選択肢の一つにまないたに上がってくるべきところを、いきな

りそれがもう来て、しかも現実に今年以内にある種の方向や考え方を固めないと、結論を出さないことが結



論になってしまうという状況になっているわけですから、もう今は待ったなしと。眠るなら眠りなさい、進

むなら進みなさいという話なのですけれども、そういうふうになったときに正直今私たちが全道の各首長と

そもそも論というものをもう許してくれないタイミングになっています。勝ち組、負け組という整理が本当

にいいのかどうかはありますけれども、実は何もやらなかったところが一番勝つのではないかという恐怖心

すら合併を考えているまちでは持っているのですね。一番私が今恐いのは、合併というのは結果としていい

選択をしたのだということを前提に物を考えていきたいから、色々な議論を重ねているわけですね。こんな

もの、やって意味がないのだったらやる必要ないのですけれども。ですけれども、いいことであろうと思っ

ているのが、実は大変量的にも質的にも全然はかり知れないという問題を抱えて、水平的な話し合いとか、

この問題については余りにももう時間がなくなってしまって、そして首長の連合軍は弱いと思います、この

問題については。結果、国・道がもっと丁寧な親切なやり方は、まだ少し時間的にはあるのではないかとい

うところに期待をかけるという、他力本願で申しわけございませんけれども、そんなところだと思います。

○千葉委員長：ありがとうございます。片や地方分権という、国からそういう流れで来ているのに、地方分権を阻

害するような流れがあるように思えるのですね。

○逢坂町長：ですから、はっきり言うとある種のかけなのです、かけ。プレゼントの中身が見えないのです。合併

するというプレゼントと合併しないというプレゼント、特に見えないのは合併しない方のプレゼントの中身

は見えないのですね。非常に大きなこれはかけですよ。そして、昭和の大合併のときに、先日ある山口県の

町へ行ったら、うちの町は昭和の大合併のときに国に反抗して、反抗して合併をしなかったから今の町があ

るのだと。これはよかった、いい選択だったと言っている町があったのですね。それもある種のかけなので

すね。近隣で合併したところは寂れていって小さくなってしまったのだ。うちは合併しなかったから大きな

規模を保つことができたと言っていた。だから、昭和の大合併のときも、やっぱりちょっとかけだったので

はないかなと私は思っているのですね。今回もだから、与えられた条件が明確ではないところがありますの

で、首長としては物すごい大きなジレンマがあると。ただし、昭和の大合併と条件が一つだけ違っているこ

とがあります。それは、経済成長がないということではないかと。やっぱり合併しないでやってこられたの

は、３０年代、４０年代、倍々ゲームで経済のパイが大きくなったからです。今後それがないときに本当に

大丈夫かということは考えてみる必要がありますね。

○千葉委員長：ありがとうございます。それでは、ちょっと違ったアングルから今度は相内教授にお聞きします。

相内教授は小泉内閣の異常人気に対して問題提起をなされました。いきなりですけれども、ちょっとこの辺

で一息入れたいと思いますので。一息入れさせていただきます。熱しやすくて冷めやすい日本人の気質で、

たまごっちというのが非常に売れましたが、今はたまごっちというのはだれも持っていないと思うのですけ

れども、こういった日本人気質、こういったものがある限り、日本の政治がまだ成熟していないのではない

かと思うのですけれども、官僚制という言葉がございます。もし、日本の国政や自治体における官僚機構と

いうものが市町村合併問題を阻んでいるとしたら、強力なリーダーシップを持ったカリスマ的政治家という

ものが、この官僚制を打開する一つの策であるというのを、学生時代マックスウェバーの研究をしていて、

ああこういう見方もあるのだというふうに勉強したのですけれども、その辺ちょっと相内教授何かコメント

いただきたいと思います。

○相内教授：これは、特別に時間とりますからマックスウェバーの本と何かレポート書いて持ってきてくだされば。

ただ、一息入れたいということなので。僕だけ本当に一息入らないですよね。小泉内閣の問題について一つ

だけ、私今の観点とは、今のご質問は全く無視してお話しますと、たまごっちというのは本当にあっという

間に忘れられてしまったと思うのですね。だけれども、今何かちょっといろいろ難しい問題が起こっている



けれども、ユニクロ現象というのはある種日本社会の構造を変えたと。要するに価格というものについての、

あるいは流通という問題についての発想をかなり大きく変えたと。もう多分、フリースのブルゾンみたいな

もの、あれを８，０００円とか１万円とかとお金を出して買う人は、いらっしゃるかもしれません。何かあ

とマークがついているときっと同じものでも高いのを買いたい人もいるようですけれども、だんだんやっぱ

りみんな物の値段というものについての考え方が変わったというふうに思うのですね。だから、たまごっち

現象というのは、あっという間に終わるのだけれども、世の中の発想の構造を変えてしまうような現象とい

うのがときどき起こるというふうに考えているのですよ。僕は小泉現象というのは、小泉首相という人を僕

は別に評価しているわけではないのだけれども、彼の政治スタイル、少なくてもはっきり自分の考えを全面

に出して言う、あるいは説明はしなければならないと思っていると。説明責任について、ある程度きちんと

それを果たすというような総理大臣の資質というか、総理大臣に兼ね備えているべき能力というのは、もう

恐らく僕は日本国民は、あれ以下の説明しかしないような人は総理大臣として認めないというふうにはなっ

ていくのではないかと思っているのですよ。だから、あー、うーとか、実は大平さんという人はあーあー、

うーうー言っているのですけれども、あれ、あー、うーだけ全部取ってつないでみると非常に論理的なので

すね。だから余りばかにするべきではないのですけれども、それより小泉首相の前の首相の方が全然何を言

っているかわからない人だったですけれどもね。ああいうタイプの人は恐らくもう首相として支持されない

だろうというふうに思いますね。だから、ユニクロ現象と同じにして小泉純一郎に悪いけれども、やっぱり

ああいうスタイルの首相が出てきたということは、彼を評価するかどうかは別として、少なくても一つの構

造は変わったと。これニセコ町も同じなのですよね。こういう町長が出てしまったでしょう。もうここから

後、あー、うーとか言うような町長の候補だったら多分当選できないのではないですかね。情報公開をはっ

きりさせて、おまえの考えは何なんだと市民に、町民に言われたときに、いや私はこう考えているのだと。

こうこうこういう条件をこう判断するから、こういう提案をしているのだということが言えるような人でな

ければ恐らくもう首長になれないと。そういう意味では、小泉現象というのは一つの転機なのではないかな

というふうに思いました。これで一息終わりということでどうでしょうか。

○千葉委員長：ありがとうございます。そういうことで言えば、やっぱり政治的リーダーシップを持っている方が

もう政治家にならなければいけないと思うのですけれども、もうお二人、僕は二人とも政治的リーダーシッ

プを持ったすばらしい方だと思いますものね。

○相内教授：ごめんなさい、僕言い忘れましたけれども、田岡さんもすごいはっきりしていますよね。こうはっき

りしている人でないともう、多分石狩はもうだめですね。多分次はね。

○千葉委員長：ありがとうございます。西川会長、ちょっとお聞きしますが、ＮＰＯ法人という団体がございます。

これの将来に対する期待、我々青年会議所というのは青年経済の団体でございますが、ＮＰＯ法人の将来に

ついてちょっと語っていただきたい。

○西川会長：ＮＰＯというのは、青年会議所もＮＰＯ運動の一つかなというふうには思っているのですけれども、

現実にこれから、先ほどからお話がたくさん出ているように、財政的に国の財政、地方の財政的に逼迫して

くる。だんだん行政サービスその他も、今まで思ったとおりに行政が税金で行ってきたものが、できなくな

ってくる現状もたくさん出てくるのではないかな。そんなときに我々が自分たちの力、住民としての思いの

中で、どんなサービスを同じく受けたいかとか、そういうときにやっぱりお互いに助け合う気持ちの中から

出てくるのがＮＰＯであってほしいなというふうに思っておりますし、合併の話の中からでもきっと、合併

しなくても、では、してもそうなのですけれども、これから先は自分たちのまちはＮＰＯを生かしてとか、

ＮＰＯの援助をしていきながらＮＰＯに生かされるまちづくりをしていくのだとか、そういうような一つの



目標というのかな、そういうのを、では２０年後はもう自分たちの地域の中ではＮPＯが生き生きと活躍で

きるまちをつくっていけば、合併をしなくてもちゃんとまちとしては成り立つのではないだろうかとか、そ

んなような一つのシミュレーション的なものをしていくことも必要ではないかなというふうに思っています

し、もう一つ、しょせん今合併をしても１０年なので、１０年後にはどうなっているのかということも前提

にやっぱり合併議論というのはしていかなければいけないような気がしております。以上です。

○千葉委員長：ありがとうございました。もう時間がなくなってきましたので、最後に皆さん一言ずつ述べていた

だいて本日のパネルディスカッションを閉めさせていただきます。田岡市長様、お願いいたします。

○田岡市長：今日は合併の話、あるいは市民の参加というテーマに絞ってお話をさせていただきましたが、私はこ

れから大いなる市民議論の中にモラルハザードの解消というテーマをもう一回投げ込んでみようと。せんだ

って市の職員をごみの現場に立たせて、さまざまな職員からの情報をいただいたり、市民とのふれあいを通

しておりますが、実はごみの減量化という問題は一つのテーマ性を持っていることは確かなのですが、私の

目線の先にあるのは、もう一度自治体行政の責任というものがどういうふうにあるべきだということを、ご

み対策を通して検証してみたいという思いで今進めております。もちろん財政問題で、ごみが従量制で負担

金にかわっている以上は、ごみを落とせば負担金が少なくなるという財政的なメリットは期待しながら、一

方で選挙をやっても投票場にせいぜい５０%の投票に来る。私どものまちの 80数%の納税率の状態、それか

ら絶え間ないゼロ論議といいますか、ただより安いものはないという議論をする。黙っていても役所はお金

を出してくれる。そして、そのお金はどう流れているかさえわかっていないという、全体の考えるなかれと

進めてきた市の行政をもう一回ごみ処理という問題を通しながら、あるいは市民参加制度というこの条例を

生かしながら、もう一度市民とまちの１００年先ぐらいを考えた大いなる議論をスタートさせたいというふ

うに思っております。ごみ対策ではなくて、まちの将来像を、ごみを通して１回話してみませんでしょうか。

○千葉委員長：ありがとうございます。では、逢坂町長、お願いします。

○逢坂町長：二つお話をします。一つは平成 17 年３月をどう迎えるかということについて、やっぱり強い意志を

持って迎えるような取り組みを各自治体ですべきだというふうに思いますね。単に黙って平成１７年３月を

迎えるのではなくて、きちんと合併しないならしないという意志を強く確認をして迎える。あるいはするな

らするでちゃんとした意志を持ってやるということですね。それが、ちょっと私の口から言うとおこがまし

いのですけれども、首長のある種の責任ではないかというふうに思っています。そのために議論する時間が

足りないという声がもちろんあるのですが、とはいうものの３カ月なり６カ月なり１年なりあるわけですか

ら、その中で必死にやって、そこまでの議論を首長が引き受けて、引き取って、あとは議会と最終決定をし

ていくということが、まず非常に大事だろうというふうに思っています。それから先ほど田岡市長さんが、

市民の皆さんに望むことというちょっと厳しい質問をされて、やっぱり議論が高まった方がいいという話を

されていたように記憶していますが、その前提として市役所の職員、市町村役場の職員の果たす役割は非常

に大きい。市町村の役場の職員は、縦割りで私は合併の担当ではないから合併については無関心だでは通ら

ないということですね。行政のプロとして、この合併の問題をまずどう考えるかという目線を一つ必ず持つ

べきだ。私は、この仕事を通して合併をどう考えるかということをまず一つ持つ。それからもう一つは、そ

れぞれの職員もそれぞれの自治体に住んでいるわけです。よその自治体に住んでいる人もいるでしょう。で

も、住民としてそこの自治体のことをどう考えるべきかという目線が二つ目ですね。三つ目が先ほども説明

した、労働者としてそもそも合併の問題をどう考えるかということを真剣に考える。要するに、市民の議論

が沸き起こるとか沸き起こらないとかと市民のことを言っている前に、役所の中でまじめに議論せんかいと



いうようなことを強く言いたいですね。以上です。

○千葉委員長：ありがとうございます。時間がなくなってきましたが、相内教授、一言だけお願いいたします。

○相内教授：くぎを刺された。さっきは何か一息入れろとか、随分勝手な司会者だなと思って。では一つだけにし

ますが、一つだけと言いながら二つ言いたいです。これはお二人の首長さんたちのご発言、私もっともだと

いうふうに聞かせていただいたので、そのことについてのレスポンスなのですが、本当に住民がどういう行

政サービスを受けるようになるのか、今までやって進めてきたまちづくりというのが、今後合併という選択

をした場合にどういうふうになっていくのかということについてきちんと情報を出して住民に議論をしても

らうのでなければ、ただ議論をしろと言ったって、これはやっぱり大変に難しい。そのための情報を自分た

ちの暮らし、あるいは自分たちの市町村の中の行政サービスの質というものと結びつけた情報をきちんと提

供する必要があるだろうと。そういうことについては、お二人はもう既におやりになろうとしているような

内容のご発言だったので私は大変立派だと思いました。もう一つ大事なことなのですが、さっきから、これ

は逢坂町長もよくおわかりの上で言っておられることだと私は思っていますけれども、そもそも論というの

はやっている暇がないというふうに言われました。しかし、市民にとっては今が考え始めたばかりのときな

のですから、市民にとってはそもそも論を避けて通るべきではないのです。ですから、必ずそもそも論をき

ちんとやって、大体自分たちはどういうまちが欲しいのだ、どういうまちをつくらなければいけないのだと、

そのためには合併以外の選択肢というのはどういうものがあるのか、やっぱりきっちり議論をする。ただし、

いつまでもそもそも論を続けるのではなくて、一つ、道にも時限的に情報提供をきちんと要求する、あるい

は合併しない場合に道がどういうふうに責任をとろうとしているのかということについてもはっきりさせる。

これは道にいつまでにきちんと結論を出せということを、道議会議員に対しても、あるいは道の理事者に対

しても言わなければいけない。知事に対しても言わなければいけないと思います。それから、自分たちも決

断する時期をきちんと設定して、そこまでの間にきっちり集中的に本当に多角的な議論をするということが

必要だと思います。ある時期までに結論を出さないで、時期尚早ではないかと言っているのは、これは結局

何もやらないということですから、これは最悪で、こういうことをやっていると大学の教授会のようになっ

てしまうというのが私のこれまでの経験から言う反省でございます。

○千葉委員長：どうもありがとうございました。西川会長、大変申しわけないです。手短に一つだけ。

○西川会長：本当にお三方のパネリストの方、ありがとうございました。相内教授には大変青年会議所の活動に背

中を押されたような思いで、いま一つ勇気がわいてきたというような思いがございますし、両首長の皆さん

には本当にこんなに先進的に取り組んで、真剣に活動されている首長さんがいらっしゃる。本当に石狩市に

住んでいる市民の方々、ニセコ町に住んでいる町民の方々は幸せだなというふうに思って聞かせていただき

ました。だけれども現実に、そこのすぐ手前にも１６の青年会議所の理事長が座っているわけなのですけれ

ども、現実にまだまだ議論がオープンになっていない地域というのがたくさんあるというのも現実でござい

ます。田岡市長や逢坂町長のように、住民にそういう話題を投げかけていない市町村、地域がたくさんある

というのも現実で、これから本当に青年会議所のメンバーが、また今日のこのような話を地域に持ち帰って

いただいて、本当に住民の決断として平成１７年の３月にはどういうことを迎えているのかというのをきっ

ちり決めて臨んでいきたいというふうに思っております。今日は本当にどうもありがとうございました。

○千葉委員長：どうもありがとうございました。もう時間がなくなりましたので、これにてパネルディスカッショ

ンを終了させていただきます。大変つたないコーディネーターでございましたが、どうもありがとうござい

ました。それでは質疑応答ということで司会の方にマイクを渡します。お願いいたします。

○司会者：では、ここで質疑応答の時間を設けさせていただきます。パネラーの方に何かご質問のある方、お手を



挙げてください。どなたかございませんでしょうか。はい、どうぞ。

○質問者：本当にお疲れさまでした。これだけいろいろな話が聞けるパネルディスカッションというものもなかな

かなかったのではないかなというふうに思います。結構笑わせていただきましたし、相内教授には１４回、

逢坂町長には４回、田岡市長には２回笑わせていただきました。これはさておき、裏を返せば余りまとまり

がなかったのかなという気もしますけれども、それついでに一つちょっと荒唐無稽に聞こえるかもしれませ

んが質問させていただきます。田岡市長は政策決定のプロセスの中で住民参加を求められる。そして逢坂町

長は民主主義の原点に立ち返って、自分で考え、責任を持つというような市民のあり方を言われましたが、

このベクトルを突き進めていくと直接民主制というふうにいくかなというふうな気がするのですけれども、

西興部村では光ファイバーが各戸に敷設されているというふうに伺っているのですけれども、そういった技

術的な面からはかなり可能な時代がもう近づいてきているのではないかなというふうな気がしています。た

だ、やはり法的な整備ですとか住民の自覚ということであれば、まだまだちょっといろいろな課題があると

は思うのですけれども、その可能性について、直接民主制の可能性についてご意見を聞かせていただきたい

と思います。また、世界に先駆けてそんなことを取り組まれた場合、逆にそういった市町村合併すると、そ

ういった直接民主制というものがかなり遠回りになってしまうのではないかというふうにも思うのですけれ

ども、その辺についてもちょっとお伺いしたいと思うのですが、よろしくお願いします。

○司会者：では今の質問に関しまして、直接民主制につきまして、田岡市長、ご意見の方お願いいたします。

○田岡市長：なぜ直接民主制というものが制度的にでき上がらないかという大いなる問題は、物理的な要因と、そ

れからテクニカルな部分があるからだというふうに思っておりますので。この問題が解決できたら、いずれ

そういった選択の時代が仮に来るとしたら来るのでしょうね。ただ、私は直接民主主義制というものが民主

主義の最大最後のとりでといいますか、それが究極の選択肢だというふうには思っておりませんので。むし

ろ、民主主義の中でいろいろな発展過程において、その時代、その時代の与えられた要件の中での最善肢を

重ねていくというということに尽きるのではないかと思います。地上波ＢＳが動いたり、地域イントラが動

いたり、何かＬＧＷＡＮという政府のｅ－Ｊａｐａｎ計画の大きな手法というものが出てきますが、それが

できたからといってすべての直接民主主義にはつながらないと思いますので、与えられた条件の中で頑張ら

せていただきたいと思います。

○司会者：逢坂町長はどのようにお思いでしょうか。

○逢坂町長：仮に今のような住民参加情報公開をやっていても、すべての問題が直接民主制にはならないというふ

うに思いますね。それは不可能だというふうに思います。やっぱり、問題によってはそれはすべての人が参

画をして議論をしていくということは非常に重要ですけれども、古代ギリシャのように今市民の皆さんは暇

ではございません。みんなそれぞれ仕事がありまして、すべての問題についてみんなが責任を持って必ずし

もかかわるということは十分できない。だから代表の民主主義があるというふうにも言われているのですね。

片や一方で代表が選ばれているからといって、私も市長さんも、それから中に議員さんもいるかもしれませ

んが、議員さんがフリーハンドを与えられているわけではない、白紙委任状をもらっているわけではないの

ですね。だから逆にそういう意味からいって、当然途中で住民の声を聞いて必ずチェックをしていくという

ことが必要なわけでありまして、直接的手法を間に織り込みながら、最終的には間接民主主義がまだしばら

くは機能していくだろうというふうに私は思っています。これを話すと多分１週間しゃべっても説明し切れ

ないかもしれませんので、レポートでも出していただければ後で採点をして。

○司会者：では、相内教授、どのようにお考えでしょうか。

○相内教授：今もう電子投票制の仕組みがかなり開発されているので、今おっしゃったようなことというのはかな



り可能なのですけれども、しかし投票はできても議論するということはなかなか難しいのですね。議論のプ

ロセスというものは、やっぱり人間の発想の中で、あるいはいろいろな情報が出され検討していく中で新し

いアイデアが見つかっていくと。そういうクリエーティブなプロセスですから、投票が簡単にできるからと

いって、では全部直接民主制でいいかというと、その前の議論というところの段階が非常に重要だというこ

とですね。議論というのは全員で議論するのがいいのか、あるいは代表が出ていって、そこで議論をするの

がいいのかという問題なのですが、議論を代表がして最終的にみんなが投票で決めるというようなことも考

えていい。また同時に、これは逢坂さんが今言われたことと関係があるのですが、多数決で決定できるもの

ばかりではありません。やっぱりある種のアイデアを出し、議論をリードして、その中で新しい発想法とい

うものをみんなに考えてもらうと。そういう場でもあるわけです、議会というのは。そこで私は、今の方の

ご発言ですが、どうしてこの２人の議論を突き詰めていくと直接民主制にいってしまうというふうにおっし

ゃるのか、ちょっとやっぱりそこはもうちょっと考えていただかないと優はつかないという感じなのですけ

れども。済みません、成績の話です。ごめんなさい、これで１５回目ですね、笑ったのね。ただ、もっとも

っと考えなければいけないことがあるのですね。例えば代表の問題なのですが、議論をしている場をもっと

公開するということが必要になると。例えばせっかく光ファイバーで、あるいはケーブルテレビで見られる

のであれば、議会を全部中継すると。あるいは夜間に開催してだれでも傍聴できるようにすると。あるいは

議員職というものにいろいろな職業の人がつけるような方法を考える。そうすると、議員の日当制というよ

うなことも考えると。だから、議会を開いている日に夜７時から９時まで、あるいは１０時まで議会に参加

したら、その日、日当幾らお払いするというような、議会費をうんと少なく、しかし、例えば学校の先生だ

とかお医者さんだとか看護婦さんだとか、あるいは弁護士の人も、あるいは子育てをしている人も、いろい

ろな人が議員になれるというような仕組みを考えていく。そういう道の方が実は、単純に直接民主制になっ

てしまうだろうという議論より前に１回通らなければならない道だろうと思います。そういうものと直接民

主制が併用されたときに、恐らくその地域の人たちの声というのは非常によく反映されるようになるのでは

ないかというのが僕の考えなのですね。それともう一つは、合併によってそういうことが、直接民主制的な

ことが難しくなるのではないかというご意見だったのですが、それはそのとおりだと思います。ただ、そこ

で地域のそういう小さい単位で決めるべき事柄と、広域的なところで決めるべき事柄が何かということをき

ちんと区分けする。さっき私言いましたが、広域的な行政サービスというものと地域サービスというものを

はっきり分けて、そのかわり地域サービスはその地域、地域で自分たちが最も好ましいと思うものに決めて

いくという、そういう自治が保証されると。行政サービスは全体が平準的にサービスを受けられるような仕

組みを考えると。決定をするという、そんなことを考えたらいいのではないかなというふうに思うのですけ

れども。済みません、学生さんでもないのに成績の話を言いました。これで１６回目の笑いになるかと思う

のですが、失礼します。

○質問者：実際僕も、大学時代の政治学の成績は優ではありませんでした。どうもありがとうございました。

○司会者：最後になりますが、１人だけ。

○質問者：私は別な角度からちょっとこの問題について質問したいのですけれども、各市町村の合併という問題を、

システムなり、あとそれから財務というのでしょうか、そういう経済的な部分というところから結構皆さん

追っていって、そういう話はすごく煮詰まっていると思いますけれども、もっと人を育てるとか教育の部分

というところが若干皆さんは見落とししているのではないかなと思います。私は石狩に住んでいますけれど

も、仮に仮定しまして、石狩、浜益、厚田というこの３市町村が合併したとしても、それぞれの地域の中で

色々な教育の仕方をしていると思うのですよね。私たちが何で生きているかというのは、何か自分たちが生



きるのは次の世代を送るために生きて、仕事をしたりシステムが便利になってくると思うのです。だけれど

も、いつもこの合併の問題を考えるときに私が実に思うことは、システムを変えようということはすごく国

も地方自治体もどこも全部やっています。だけれども大きく変えることによって、今までそれぞれに特徴を

持っていた土地柄とか教育とか。さっきうちの田岡市長も言いましたけれども文化とか、今まで何千年と、

何百年というか、１００年程度でしょうけれども、その前にはアイヌの民族の人たちもいますし、そういう

ものをこれだけ大きく合併してしまうと、どのようにうまく伝えて、そして人と人とのコミュニケーション

をとっていくかという。大きくなるということは個性がなくなるということだと思うのです。一つ。それが、

そこら辺もうまく考えていかないと、ただシステムの中で便利だとかそういうやり方をしていくと、いつか

気がつかないうちに、一つの新興住宅街みたいなコミュニケーションのなくなったそういう地域というか町

村になるのではないか、市になるのではないかという、そういうふうな私は一つ疑問を持っているのですけ

れども、田岡市長を初めニセコの町長さん、そして相内先生にも、そこら辺なんかはどんなふうに、一男性

としてもそうですし、父親の立場として、あと地域の中で住む住民としてどんなふうに思っているのかなと

いうのをちょっと聞かせていただけたら、大変別な角度からちょっと興味があっておもしろいかなと思いま

すので、お聞かせいただければと思います。

○司会者：では、今の質問なのですけれども、時間の関係上お一人だけということで、逢坂町長、よろしくお願い

いたします。

○逢坂町長：なぜ私に当たったのかわかりませんが、今の方のご質問、それよりもとてもいい声ですね。すごくい

い声ですね。それはともかくとして、全くそのとおりだと思います。変化をするということは、それまであ

った伝統だとか文化だとか色々なものを壊していくということになるのですね。特にまちの名前なんていう

ものは、東京に住んでいる方からしてみると、そんなもの変わったって大したことないではないかと言うけ

れども、これは実は地域に住んでいる者にとっては大変大きな問題なのですね。だから、そういう点ではた

だいまのご指摘は、私は全くそのとおりだと思っています。では、なぜ、どこに問題があるのかということ

なのですが、今我々が物事を判断する大きな基準というのは何で判断しているか。それは資本主義の原理・

原則にのっとった価値、資本主義社会の中で何となく貨幣価値だとか数値の価値だとか、そういうものに置

きかえられるものだけでいろいろなことを判断しているのですね。それはでも本当は物事を判断する価値と

しては私は狭いのではないかと。我々にはちょっと知恵が足りないのではないかという気がするのですね。

そこを今の方のご指摘のように、本当はもっともっと考えなければいけないというふうに思っています。だ

から、我々の知恵不足を今の質問で指摘をしてもらったのではないかと、そんなふうに感じました。

○司会者：よろしいでしょうか。

○田岡市長：いいですか、ちょっと一言。この合併によって、魔法のごとくすべての問題が１００点満点にとると

いう前提はもちろんないのです。それから、今の現状が１００点満点かといったら、そうでもないことはた

くさんある。ですから、そういった意味においては、ある種のリスクは持つのです、やっぱり合併というの

は。そして、もし考え方をちょっと変えると、絶好の壊しと創造のタイミング、チャンスをつくっているの

だということもあるので、今までの目線上のまないた論というのは当然議論の中で大いにさせていただきた

いと思いますけれども、なかなかここで１００点満点の結論を出すというのは。      

○相内教授：僕１分だけしゃべらせてください。これは本当に尽きない議論になると思うのですけれども、私は地

域らしさというものをちゃんと残せるような仕組みというのは、仮に合併があっても絶対にそれはやってい

くべきだというふうに思っています。そのためには、これから大いに首長さんたちにも頑張ってもらわなけ

ればいけないのだけれども、いきなり自治、すなわち大きな町や市ができても、それぞれもともとあったコ



ミュニティが、自分たちのことは自分たちで決めることのできるような自分たちらしさを持っていけるよう

な、そういう緩やかな自治というものを、きちんと保証する仕組みをつくっていかなければいけない。それ

は各市町村でもつくるべきだし、僕は地方自治法を改正しろというふうにきちんとやっていくようなことも

必要だろうと思います。これは合併でもそうだし、私がさっき言った郡制度のようなものを考えたらどうだ

という提案も、実は今の町村を壊さない、今のコミュニティをそのまま、今とはもっと決めることについて

は範囲が狭くなるかもしれないけれども、自分たちらしさを持っていけるようなそういう工夫として一つ提

案できるのではないかというのが、そういう意見だったわけです。どうもありがとうございました。

○司会者：ありがとうございました。質問も尽きないようですが、時間となりましたので、これで第２部パネルデ

ィスカッションを終わらせていただきます。続きまして、謝辞に移らせていただきます。２００２年度社団

法人日本青年会議所北海道地区道ブロック協議会副会長 山口隆之君、お願いします。

○山口副会長：本日は、社団法人日本青年会議所北海道地区道ブロック協議会のシンポジウム、「手と手とをつなぐ

地域の力」に日ごろお忙しい中、また土曜日のお休みの中、こちらの会場にパネリストとしてご講演をちょ

うだいいたし、まことにありがとうございます。本日、本当に首長の生の声を聞かせていただきました。い

ろいろな課題もありましたし、これから突き進めていかなくてはならない問題も多々聞かせていただくこと

ができました。その中に、多分こういうバランスが崩れているからこのような市町村合併等が出てきている

のではないかなと思うのは、こと公のバランスが今非常に悪く、均等がとれていないからこのような問題が

浮上してきて、また財政難が出てきているのではないかなと私なりに解釈をさせていただいております。多

分この市町村合併、１７年の３月にはどのような形で発展していくのか、また、そのままの現状維持で進ん

でいくのかはまだ皆目見当はつきませんが、１７年の３月が来るまでには多分私たち一人一人が市民主導型

の自治の転換を図っていかなければ、この問題は解決しないのではないかなと、３人のご講師の方から感じ

取らせていただきました。これからのまちづくり、本日は石狩市の市民の皆様方、また近隣市町村の皆様方

もお越しのようです。この問題、解決していくに当たっては、本日来ていただいた皆様方も自己の責任を持

って取り組んでいかなければ、こういう問題が一つ一つ解決していかないのではないかなと感じております。

本当に今日は色々な切り口で、また色々な形での苦悩やこれからの課題やら、また学者としての観点からの

切り口でいろいろ聞かせていただきまして本当にありがとうございます。益々のご発展をご祈念申しまして、

簡単ではありますが謝辞とかえさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

○司会者：ありがとうございました。続きまして、記念品贈呈。本日パネラーとして参加していただきました３人

に記念品を贈呈いたします。西川直樹会長、お願いいたします。では、相内教授よりお願いします。逢坂町

長、お願いします。パネラーの方が退場します。皆様、いま一度大きな拍手でお送りください。ありがとう

ございました。以上をもちまして、２００２年度社団法人日本青年会議所北海道地区道ブロック協議会地域

創造委員会による「北海道の市町村を考えるシンポジウム、手と手とをつなぐ地域の力、活力あるまちづく

りをみんなで考えよう」、すべてのプログラムを終わらせていただきます。長時間にわたってのご参加ありが

とうございました。なお、お手元のリーフレットに挟まっていましたアンケート用紙は、出口にありますア

ンケート用紙回収箱にお入れくださるようお願いいたします。


