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研究成果の概要（和文）： 

1999年の合併特例法改正でスタートした平成の市町村合併を検証したところ，

ほとんどの合併は財政支援を受けられる期限直前の駆け込みであった。それも合

併への誘因を与えたのは，三位一体改革による交付税ショックであった。合併し

た自治体は行革に邁進しつつも，まちづくりをどう進めていくか，とりわけ旧役

場や住民サービスをどうするか，職員の意欲をいかに高めていくかという課題に

直面していることが明らかとなった。 

 
研究成果の概要（英文）： 

I examined the Heisei municipal merger started by the Special Mergers Law amendment in 
1999. Almost all mergers were realized in front of Due Date of the Law in which they could receive 
financial support. At that time, it was the shock of local allocation grant in the trinity reform that 
gave municipalities the incentive to merge. Also it was clarified in this research that the 
municipalities which merged were faced with the government reform, how to maintain the old 
public offices and citizen services, and how to encourage public officials to work positively. 
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１．研究開始当初の背景 

“平成の大合併”と言われる一連の動き

からすでに 10 年程が経過した。当初この

合併の目的を，国・総務省は分権改革の受

け皿づくり，そのための財政の効率化と言

っていた。片や市町村の方は，財政が疲弊

し，将来への不安を抱える中で，財政の建

て直しや財政基盤の強化を合併に期待し

ていた。 

かくして，国は改正合併特例法によって，

合併特例債や地方交付税の合併算定替え
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の延長といった財政支援策によって合併

への誘引づけを目論み，市町村は，財政支

援策，とりわけ将来の地方交付税を充てに

した計画の上で，合併計画と公共事業の拡

大を進めたと言われている。 

 しかし，地方交付税制度は，当時すでに

特別会計に多額の借入金を抱え，その持続

可能性が問題視されていた。2001 年度から

は，地方交付税特別会計の借入金を抑制す

るために臨時財政対策債（赤字地方債）が

発行され始め，2003 年度からは段階補正の

縮小，2004～06 年度は三位一体改革と，地

方交付税は軒並み削減されてきた。 

この間，全国どこの自治体も財政逼迫に

あえぎ，とりわけ合併した自治体は，国・

総務省の合併推進から地方交付税削減へ

の政策転換に，翻弄されたと言える。 

 
２．研究の目的 

本研究の目的は，1999年の合併特

例法改正を受けてスタートした“平

成の市町村合併”が，自治体財政，

ひいては公的な資源配分にいかな

る影響を及ぼしたのかを質的・量的

に分析・検証することにある。市町

村合併の目的は分権社会を睨んだ

自治体財政の効率化にあると言わ

れてきたが，はたしてその目的は合

併特例法等による財政支援策のも

とで達せられたのか。逆に，財政の

非効率化が惹起された面はないだ

ろうか。合併後の行財政改革やまち

づくりは進展しただろうか。 

 こうした市町村合併による財政

や公的資源配分への影響を，地方交

付税改革や三位一体改革による影

響と切り離しながら，財政データ・

財政行動に関する計量分析，アンケ

ート調査の解析と統計分析，ヒアリ

ング等による個別自治体からの質

的情報の分析等，多角的な視点から

分析・検証を意図する。 

 
３．研究の方法 

本研究では，具体的に次のような問題関

心に取り組むことを計画してきた。 

（１） 合併前に駆け込み事業の拡大はど

の程度発生したか。 

（２） 合併特例債等の支援策を活用して，

どの程度の合併関連事業が実施された

か。 

（３） 合併後には，拡大した行政組織の縮

小や事業見直し等の行政改革にすぐに

取り組むことが必須であるが，その実

態はどうであったか。 

（４） 三位一体改革の影響も含めて，財政

状態はどのように推移してきたか。 

 こうしたテーマに対して，(a)理論モデ

ルによる分析，(b)財政データやアンケー

ト調査を用いた計量分析，(c)個別自治体 

へのヒアリング調査からの質的情報を組

み合わせ，多角的に分析・検証を行った。

具体的には，財政効率化を意図したはずが，

実際それに寄与できたのか。逆に，浪費的

な公共事業等が触発され，資源配分の非効

率性や歪みが起きていないか。合併特例債

の交付税措置という手段は，自治体の選択，

ついては資源配分にどのような効果をも

たらしたか，といった観点から“平成の市

町村合併”に対する評価・検証と政策提言

を意図した。以下，6つにまとめる。 

（１） 2009 年度をもって平成の市町村合

併（合併新法）は終了したとの宣言を

政府は行った。この間の政府の政策・

対応，全国の市町村合併の動向を総括

する。 

（２） 市町村合併を対象とした既存研究

の文献サーベイを行い，実証分析を行

う上での仮説を得た。同時に，「経済・

財政」と「政治・行政」の視点から研

究を分類し，両アプローチによる合併

への評価の違いを明らかにする。 

（３） 合併自治体や総務省等へのヒアリ

ング調査を実施し，合併後の課題につ

いての定性的な情報収集を行った。自

治体を挙げると，茨城県，静岡県，

富山県、三重県、兵庫県，香川県，

福岡県の県庁及び各県内の合併自

治体（逆に合併しなかった自治体）

3～4 個であった。ヒアリング調査

によって、合併後に抱えている課

題の整理が可能となり、今後の研



究の問題設定につながる有益な情

報を入手できた。 

（４） 合併自治体（兵庫県丹波市）の職員

を対象にアンケート調査を実施し，合

併の問題や合併後のまちづくりの課題

について，調査結果の検討と統計分析

を試みた。 

（５） 合併自治体の財政・行政面のデータ

を用い，合併前の駆け込み事業，合併

特例債等を活用した合併関連事業，合

併後の行財政改革・職員管理計画等に

焦点を当てた実証分析を試みた。 

 
４．研究成果 

（１）合併の総括 

まず図表 2において平成 11（1999）年度

から平成 21（2009）年度までの合併数を見

てみよう。この間，市町村数は 3232 から

1751 にまで 5割強に再編された。図表 2か

らこれまでの合併の動きを眺めると，合併

特例法が改正された直後から平成 15

（2003）年度までの 5年間，合併への動き

はきわめて緩慢なものであった。当初 5年

間の合併件数は 42 件，それも 初の数年

間は数件という動きであった。 

それが平成 16～17（2004～2005）年度に

なると状況が一変し，2004 年度に 215 件， 

2005 年度に 325 件もの合併が実現した。平

成の大合併は 11年間で 627件に上ったが，

そのうち 540 件（86％）はこの 2年間に集

中していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

その理由は，時限立法であった合併特例

法の適用可となる申請期限が 2004 年度末

までであり（合併自体は翌年度末まで）， 

2005 年度からは合併新法に切り替えられ

たからである。多くの合併劇は，旧法の合

併特例法が期限切れとなる直前の駆け込

みだったことが分かった。 

ただこの点は，ほとんどの合併自治

体は合併後 2～3 年しか経過しておら

ず、財政決算データが数年分、場合に

よってはまだ出ていないケースすら

あり、当初計画した財政分析のための

アンケート調査や財政データを用い

た実証分析は，研究計画を一部軌道修

正する必要性がでてきた。 

（２）駆け込み合併が多くなった理由 

さて，なぜ駆け込み合併が多かったのか。

合併特例法が施行された当初，ほとんどの

県で合併区割り案が提示され，多くの地域

で任意の合併研究会や法定の合併協議会

が設置され議論が開始された。しかしやは

り合併への合意形成にはそれなりの時間

がかかり，葛藤もあったのが現実である。 

しかしそうした中で外堀を埋められて

いくかのように地方交付税の改革が進行

した。総務省は小規模自治体に普通交付税

を手厚く配分する段階補正を平成 10

（1998）年度から人口 4000 人未満の町村

に対して段階的に削減する方針を打ち立

て，実施してきた。その普通交付税算定基

準の見直しが平成 14（2002）年度からは，

人口 5 万人未満の市町村へと拡張された。 

それでも地方交付税特別会計の借入金

が膨張したことから，平成 13（2001）年度

からは臨時財政対策債（元利償還金を全額

将来の普通交付税で措置する赤字地方債）

を地方自治体に発行させ始めた。 

そして平成 16（2004）年度，小泉政権の

三位一体改革による地方交付税制度見直

しによって，地方交付税（＋臨時財政対策

債）の総額が大幅に削減される（対前年度

12％減）という，いわゆる交付税ショック

が発生した。合併する・しないに関わらず，

1990 年代に公共事業やハコモノ建設を拡

大させ，地方債の返済ピークを迎えていた

自治体は，景気悪化も重なり想定していた

地方税収の目論見が外れ厳しい財政状況

に直面した。そこに交付税ショックが重な

った。 

こうした状況下で，とりわけ財政力の弱

い自治体は，合併しか選択肢がない状況へ

と追い込まれていった。そして合併特例法

による財政支援を受けるための申請期限

図表2：合併件数
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が平成 17（2005）年 3月末に迫ってきたこ

とが，一気に合併への動きを加速させるこ

とになった。交付税ショックは，合併への

大のムチとして効いてきたのである。 

（３）合併支援策に踊らされたところと踊れ

なかったところ 

平成の合併の先陣組の中では，その数は

少なかったものの，合併支援策に踊らされ

て公共事業等を拡大させたところもあっ

た。そしてそうした自治体は，単純な交付

税の削減以上のショックに見舞われた。 

1990 年代に大量発行された公共事業の

ための地方債，平成 13（2001）年度から発

行され始めた臨時財政対策債，そして合併

支援策としての合併特例債には，元利償還

金の一定割合が将来の普通交付税の（基準

財政需要額の）算定に算入される交付税措

置が期待されていた。 

自治体側は，地方債の交付税措置につい

て，その分だけ将来の交付税が増額される

ものと一方的に思い込んでいた節がある。

合併した自治体の中には，地方債発行額に

占める交付税措置対象となる割合をでき

る限り高めようとするところもあったよ

うに見受けられる。 

しかし，地方交付税の原資は国全体で決

まっており，その原資が増えない限り基準

財政需要額のある部分が増えることは，別

の部分が減ることを意味する。交付税ショ

ックは，交付税措置される分が単純に増額

されるという期待が妄想であることを気

づかせた。 

その意味で，交付税ショック後の平成

16･17（2004・05）年度に集中した駆け込

み合併では，将来の交付税を当てにした事

業拡大は危険であり，合併特例法によるア

メを活用しすぎることは得策でないこと

を学習した後の合併であった。そのため大

きな合併関連事業を実施せずに粛々と合

併するところが多かった。 

合併特例法に踊らされ，地方交付税の削

減に翻弄された第 1 次の合併劇も平成 17

（2005）年度末でひとまず終わり，平成 18

（2006）年度以降は合併新法へと引き継が

れた。合併特例債を中心とした財政支援策

や交付税措置を用いた負担先延ばしには

批判もあり，合併新法では大幅な財政支援

策はなくなった。 

（４） 合併とその後の行財政改革 

合併によって財政は効率化すると喧伝

されてきたが，合併直後の行政規模は人口

規模に照らして過大となり，財政的にはむ

しろ費用のかかる自治体となる。結局，合

併した自治体は行政改革に邁進せざるを

えない。さもなければ本来目指していた財

政効率化を実現することは出来ない。交付

税が余分に配分される 10 年間はその猶予

期間と考えた方がよい。 

実際，合併した自治体は財政逼迫から必

死の行政改革に取り組まざるを得ない状

況となってきた。公務員の勧奨退職・早期

退職を用いた定数削減、住民サービスのカ

ット、補助金のカット、 後は賃金カット

と荒療治をせざるを得ない状況に直面し

てきた。総務省も、合併した自治体やバブ

ル期に大型公共事業を行った自治体の財

政危機を察知し、平成 17（2005）年には、

通達によって平成 21 年度までの行革計画

（集中改革プラン）を策定するよう指導に

乗り出した。そして新たな財政健全化法に

よる財政監視もスタートした。 

住民も、合併はサービス改善につながる

ものと思い込んでいたが、サービスカット

や補助金カット、公共料金引き上げと、釈

然としない思いに置かれてきた可能性が

ある。公務員自身も、行政主導で合併を推

進してきながら、職員数削減や賃金カット

と自分たちの身を切らざるを得ない状況

に、複雑な思いを交錯させている可能性が

ある。 

（５） 合併後に残された課題 

合併自治体の合併後は必ずしもバラ色

ではない。現場で指摘される課題の一つは，

旧役所をどうするかである。ほぼすべての

自治体が，合併前の旧役所を支所等で残し

ている。大きく分けて，旧役所を全体的に

規模縮小した総合支所として残すケース，

部・課を旧役所間で分ける分庁舎方式をと

っているケースがある。いずれも住民への

窓口サービスは残しつつ，住民サービスが

低下したとの印象がもたれないよう苦心

している。 



住民にとって役所の窓口が無くなるこ

とは、 大の住民サービス低下と受け止め

られる。合併に際して、旧役所の存続を地

域住民と口約束したところもある。他方で、

支所の組織･人員を徐々に縮小させていっ

た結果、人の住まないゴーストタウンと化

してしまったところもある。住民サービス

の維持のためには、支所という形で残した

いが、旧庁舎をそのまま存続させれば、行

政改革の支障になり、旧役所とさほど変わ

らない総合支所をいつまでも存続させれ

ば、合併しなくてよかったのではというこ

とになりかねない。多数の市町村が合併し、

合併によって面積が大きくなったところ

ほど、この問題は深刻である。 

平成の市町村合併は、分権社会に対する

明確なビジョン無しに進められた。漠然と

した少子高齢社会の到来に対する不安、財

政逼迫に対する不安を背景として、合併と

いう船に乗り遅れないことだけが優先さ

れた。駆け込み合併をしたところは、とく

にそうである。 

住民たちは、これまで合併に対して表立

った動きを起こさずに、新しい自治体の枠

組みと名称のもとでの生活に順応しよう

としている。しかし、合併後に就任した首

長が再選に挑んだ選挙で相次いで敗れる

事態が発生している。合併後のまちづくり

の難しさが窺われると同時に、住民たちが

不満を鬱積させている可能性が窺われる。 

今回の合併は行政主導で、財政建て直し

のための合併であったが、そうであるなら

ば、議会・行政は引き続き行政改革に邁進

する必要がある。そのためには、合併関連

事業をこれから実施するところは、地方交

付税の合併算定替えが終わる合併 10 年後

以降を想定した長期財政計画とその下で

の事業計画を、検討し直した方がよい。 

住民も行政も議会も、早急に新しい自治

体の枠組みで、まちづくり・アイデンティ

ティづくりを進める必要がある。新しい総

合計画づくりも、協働型の新しい策定方法

に挑戦することで、そのきっかけにするこ

とができる。合併の効果として、議員報酬

や公務員賃金の削減効果が計算され公表

されているが、本来的には住民の満足度を

向上させるための行政改革、そして将来へ

の持続可能性を示す行政改革を行わなけ

ればならない。 

（６） 合併自治体職員へのアンケート調

査 

兵庫県内で6つの町が合併して誕生した

丹波市の協力を得て，全職員（850 人ほど）

を対象に、合併前の 2002 年に行った調査

と比較しながら，合併後 4 年を経過した

2008 年時点でアンケート調査を実施した。 

丹波市は、兵庫県の中部に位置する中山

間地域にある人口7万人程度の自治体であ

る。比較的早い 2000 年に住民発議によっ

て合併協議会はスタートしたが、その後の

協議に 4年間を要し、2004 年にようやく合

併に至った。合併に際して、大きな公共事

業は実施していないが、医療やごみ処理な

どいくつかの懸案事項があり、また面積が

大きいことによる地域アイデンティティ

の創出や住民サービスの維持という点で

の困難に直面していた。 

アンケート調査では、①合併への態度、

②合併による住民サービスや政策の変化

に対する評価、③まちや自治体としての重

要課題、④財政状態の変化や行財政改革に

対する評価、⑤職員自身の職務能力の変化、

といった観点から 20 の質問と職員の個人

属性を尋ねた。集計結果から見えてきた課

題をいくつか紹介しよう。 

 「合併して 4年を経過した現在、合併は

どうであったと思いますか」という問いに

対して、「とてもよかった」（5％）と「ま

あまあよかった」（23％）を合わせて、合

併を評価している割合が 28％、「あまりよ

くなかった」（25％）と「とても悪かった」

（8％）を合わせて、合併を評価していな

い割合が 33％、そして「どちらとも言えな

い」が 39％であった。合併を前向きに捉え

ている職員が 3 割弱、4 割は評価しかねて

おり、3 割は否定的な評価であった。職員

の合併への評価が分かれており，前向きに

評価している割合が 3分の 1に満たないこ

とは，合併が厳しい行政改革を意味してい

る点を鑑みても，合併後のまちづくりがか

なり困難を伴っていることを窺わせる。 

 また「行財政改革の実施度合いをどのよ



うに考えていますか」という問いに対して、

「行き過ぎ」3％と「やや行き過ぎ」27％

を合わせて、30％が否定的であった。「適

正な水準」と見ているのは 33％、「やや不

十分」19％と「まったく不十分」5％を合

わせて 24％となり、行財政改革への評価も

3 分されていた。合併は、定員削減もさる

ことながら、職務や職場環境の変化など、

職員に相当の試練を与えているようだ。 

 他の調査結果やその評価・検討は論文に

譲るが、合併がまちづくりや財政面での成

果を出すためには、相当の課題を乗り越え

ていかなければならない実態が明らかと

なった。 

 後に，研究期間内に成果物を出す

まで至らなかった点として，一つに，

既存研究のサーベイを進めてきたも

のの，われわれの研究と並行する形で

多数の研究がこの間，発表されてきた

こともあり，フォローするだけで精一

杯であった。サーベイ論文としての発

表にはいま少し時間が必要である。 

 もう一つ，合併自治体の財政構造に

何らかの変化が生じたのではないか，

という仮説の下，実証分析を計画した

が，財政データの構築と予備的な分析

までで，こちらも期限切れとなった。

合併後一定期間が経過した財政デー

タが必要であり，その点で今回の研究

がやや時期尚早であったという見込

み違いもあった。これらテーマについ

ては今後も継続して進めていきたい。 
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