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　わたしは、都市の規模は、基礎的地方
公共団体である市の立場から言えば、都
道府県に一番近い機能を持ち、多くの事
務が執行できる「政令指定都市」が望ま
しい姿だと思っております。

　地方分権一括法の施行により、国や県
との関係は、「上下主従」から「対等協力」
へと変わりました。これまで国の指示や通
達などによっていたところが、法律の趣旨
に反しないかぎり、地方が独自に判断し、
方針を定め、運営ができるようになったの
であります。よく言われますように、「自己
決定」「自己負担」「自己責任」において、
施策の選択や決定、推進ができるようになっ

たのであります。
　行政の第一線であります市では、実に
多くの事務を行っております。しかしながら、
その多くは知事や都道府県の権限となっ
ており、県の窓口的な役割を果たして事
務を行っているというのが現状であります。

　知事の権限であろうが、市長の権限で
あろうが、市民の皆さまにはそれほど関係
ないのでは、と思われるかもしれません。
しかし、どうでしょうか。住民の皆さまから
相談を受けたとき、「これは知事の権限で
すから、市では判断できません。県と相談し
てみます」という答えをするのと、「市で判
断しますが、時間をください」とか「この申
請は認められます、とか認められませんとか」
といったお答えができるのとでは、自治の
観点や行政サービスの面で、大きな隔たり
があるのではないでしょうか。

　地方自治法の中で、市の人口規模に基
づく「大都市制度」というのがございます。
「特例市」「中核市」「政令指定都市」と
いったものであり、 申し上げました順により、
権限を持って行える事務の範囲が拡大さ
れており、政令指定都市になりますと、知
事や都道府県が行っている事務とほとん
ど変わりない事務が、市長等の権限で行
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※合併に関する調査研究組織の設置状況は、全国で3223市町
　村のうち2226市町村。全市町村の約７割になっています。
　（平成14年４月１日現在総務省調べ）

　地域説明会では、市長から合併についての考えが述べられました（7月2日農村環境改善セ
ンターにて）。ここでは、その内容について紹介します。

合併についての市長の考え

分権時代のあるべき「都市のかたち」

特集１特集１

　地方分権が進み、より主体的な行政運営が求められている一

方、財政環境が厳しい中、効率的で効果的な行政運営が必要

になってきています。こうした課題に対応する行政運営の一手

段として市町村合併が最も効果的なものとして注目を浴びてい

ます。

　今回の特集では、市町村合併について理解していただくため、

7月上旬に市内6会場で開かれた「市町村合併地域説明会」

を取り上げます。
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えるようになります。
　この地域で、一挙に政令指定
都市を誕生させることは、現実的
なことではないかもしれませんが、
当面は、保健所の設置が可能と
なり、市民の皆様に密着した保健・
福祉行政の事務が市で処理する
ことが可能となります中核市を構
築して、力を蓄えていくことが重
要だと思っております。

市町村合併
地域説明会

新たなる飛躍へのチャンス
　しかしながら、人口規模だけに
目を置いて、合併をするといった
考え方は、必ずしも好ましいもの
ではありせん。幸いにして、本市
を含みますこの地域は、鈴鹿山脈
から伊勢湾に向かうなだらかな地
形をなし、その中で、住民の交流
や産業・経済などの活動は強い
つながりを持ち、一体的な圏域を
既になしているともいえます。

　この地域の関係をより強固なも
のとし、地域を活性化していくた
めには、幹線道路網の整備が必
要だと思います。現在、本市を通
る地域幹線道路として、北勢バイ
パスや中勢バイパス、鈴鹿亀山
道路などがあり、事業進捗や都市
計画決定に向けて、議員の皆様
方のご協力もいただき、国・県へ
要請を行っているところであります。

　国などの財政事情の厳しさから、
事業進展のめどがなかなか立って
おりませんが、この地域で合併を
進めることにより、国が昨年決めま
した合併支援プランなどが受けら
れることになり、優先事業として事
業の進捗に弾みがつくものと思い
ます。このことによって、住民の交
流や輸送用機器を中心とする本
市の産業の効率化が進む上、近
く開港します中部国際空港から四
日市港をルートとするアクセスとも
連絡することにより、国際的な観
光面でも大きな飛躍が期待できる
ものと存じます。

　また、50万都市を誕生させるこ
とで、本市を含む地域において、
それぞれの持つポテンシャルをよ
り発揮することが可能になるものと
考えております。

まずは2市2町で発進
　私といたしましては、ただいま
申し上げましたようなことから、本
市の将来にとっては、高い行財政
能力を持つことが可能となります、
大きな枠組みの合併が望ましいと
考えております。そこで、本年4月
に入りまして、井上四日市市長と
亀山市、関町及び三重郡４町へ
赴き、３市５町の合併研究会の設
置を提案し、参加を要請してまいっ
たところでございます。

　残念ながら、各市町には、それ
ぞれ、地域の事情や考えかたに
違いがあり、不参加を表明された
ところもございますが、趣旨に賛
同をいただきました楠町、朝日町
に参加していただき、平成14年６
月３日に、２市２町で「四日市・鈴
鹿地区広域合併研究会」を設立
いたしました。今後は、この研究
会におきまして、合併協議会の設
立に向けた基本的な事項について、
研究してまいりたいと考えておりま
す。

　なお、今回研究会に参加いた
だけなかった市町につきましても、

参加の意思表示がございましたら、
研究会に参加していただくことで、
構成市町で合意しており、私とい
たしましては、亀山市・関町には、
今後も要請を続けてまいりたいと
考えております。
　市民の皆さまには、市町村合併
について、自分自身で考えること
ができるように、積極的な情報提
供を行い、情報の共有化を図るこ
とが必要ですから、今後も、説明
会の開催やアンケートの実施、広
報すずかなどでＰＲしていく予定
です。

　市町村合併は、今生活している
私たちだけの問題ではありません。
結果的に、将来の世代に影響を
及ぼす課題であります。私たちの
地域が、20年後、30年後、50年
後も持続的な発展を遂げるよう、
将来のまちづくりの問題として、積
極的に議論を重ね、次の世代にき
ちんと説明できるよう判断すること
が重要であると考えておりますので、
市民の皆さまも議論していただく
ようお願い申し上げます。

特
集
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特集１特集１わたしはこう考える！わたしはこう考える！
7/2火 農村環境改善センター

（岸田町）参加者数：65人

［主な発言要旨］
・今後、地域ごとでの討論会などを考えているのか。
・説明の内容が分かりにくい。
・合併の相手が四日市だろうが、どこでであろうが市民の生活には
あまり影響がない。
・合併をするのかしないのかといったことについては、最終的には
議員が決めることになるのだろうが、ある程度住民に対して理解を
していただくような説明会、討論会などを細かくやっていただきたい。
・亀山市を除いて早く具体的な議論を進めていってほしい。意思
のないものにとらわれていては、今後の合併協議会での具体的
な議論ができず、市民が判断できるものが出てこない。

［主な発言要旨］
・もっと説明会を早くしてほしかった。新聞報道が先行していたので、市民
が知らない間に合併するんじゃないかと心配していた。
・説明を聞いてもあまり分からなかった。自分たちの身近な問題がどうなる
のかが知りたい。
・なぜ、鈴鹿市のままではいけないのかと思っている。
・鈴鹿・亀山・関を中心に、その後で四日市市と合併したらいいのではないか。
・四日市市は多額の負債を抱えていることを、市は知っているのか。
・政令指定都市になって、どんなことがしたいのか。
・高速交通網の整備を進めたいと言っているが、財政の厳しい中で矛盾
しているのでは。

7/3水 ふれあいセンター
（南玉垣町）参加者数：90人

［主な発言要旨］
・合併によって職員が減る。10年後、財政が厳しくなった時、本当に住民サービスが充実すると思うのか。
・合併特例債は、将来の借金が残るだけじゃないのか。
・鈴鹿市と四日市市の面積をたすと、名古屋市ぐらいの面積になる。
大いなる田舎が出現するのではないか。
・NTT跡地、市庁舎問題など、鈴鹿市は今、大きな問題を抱えている
はず。そちらの解決を早くすべきじゃないのか。
・住民によるまちづくりというのなら、合併協議会に住民を参加させる
べきだ。
・メリットの話はあっても、デメリットの話がなかった。メリット、デメリットを
併記してほしい。
・合併してどういう市になるのかという、将来像が示されていない。

7/5金 白子小学校
（白子一丁目）参加者数：108人

ここでは、市内6会場で開かれた説明会の概要について、紹介します。
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市町村合併
地域説明会
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7/8月 鈴鹿地域職業訓練センター
（鈴鹿ハイツ）参加者数：55人

［主な発言要旨］
・鈴鹿市は20万都市になろうとしている。自立した都市だと言える。今後地方分権が進ん
だときの受け皿となると疑問だが、亀山は鈴鹿市に期待している。大きな合併もいいが、
鈴鹿、亀山、関の2市1町でまずは考えてほしい。
・大きいことには、疑問。シャープ、日本電装、富士通、みんな規模の
小さいところに立地している。30万都市になったら事業所税が掛か
るようになるが、現在立地している企業も逃げていくのではないか。
・スケールメリット、地方への行政権限の委譲といった効果のある、合
併は総論としては賛成である。ただ、どれだけメリットが得られるかと
いったところが、肝心である。鈴鹿市は、経費の20%が人件費である。
高齢化率、職員数を他市と比較すると鈴鹿市が一番いい。一番
合理化が進んでいる鈴鹿市でも、人件費が20％もある。
・四日市市は職員数が多少多い。亀山市は、下水道普及率など、都
市基盤の整備率が低く、鈴鹿市からの持ち出しは必至である。こう
いう状況の中で、どれだけメリットを見出されるか、もう少し細かく数
的に示していただかないと、市民は判断できないだろう。

［主な発言要旨］
・合併特例法がなかったら、本当に鈴鹿市は合併を考えたのだろうか。本当に
合併が必要なら、もっと時間をかけて、住民投票も考慮に入れて考えたらどうか。
・市に対していろいろと要望すると、この市・町は小さな町だからできるという回
答を聞くが、小さな町だからといって、鈴鹿市よりサービスが劣ることはないと思
う。
・全国的に少子高齢化が話題となっているというが、四日市も同じではないか。
同じ問題を抱えている市同士が合併しても問題は解決できないのではないか。
・多額の借金を抱えている国が、合併特例法によって支援するといっているのは、
おかしいと思う。

7/11木 労働福祉会館（神戸地子町）参加者数：48人

［主な発言要旨］
・平成の大合併は、すでに時期を失しているのではないか。少子高齢
化は、すでに始まってしまっている。
・各庁舎には電算システムが入っているが、これを合併して統一するに
は、大出費が伴う。グローバル化への対応は、四日市と鈴鹿のレベル
では無理。今後財政が厳しくなっていくのなら、サービスも自己負担
に応じたものにしていった方がいいのではないか。
・合併のメリットは、合理化と合併特例債のために動いているような気
がする。大きくなって権限を持てば、三重県の職員は遊んでしまうよ
うな気がする。何か生かし方はあるのか。
・鈴鹿、亀山、関は、歴史的にもつながりが深い。理容組合等の組合
のつながりも強い。亀山、関では、ケーブルネットも津市と一緒のケー
ブル会社でしている。鈴鹿から離れていっているのではないか。
・合併協議会を立ち上げるのなら、どういうまちづくりを進めたいのか示
してほしい。

7/12金 牧田コミュニティセンター（平田東町）参加者数：64人
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特集１特集１大きいことはいいことか！？
小さいことはいいことか！？

　中学校1年生の市雄くんと町子さんは市町村合併について素朴

な疑問を持っています。

　そこで、賛否両輪先生をたずね、いろいろと教えて

もらうにしました。

市雄くん・町子さん
「先生、今日はよろしくお願いします」

両輪先生「よく来たね。早速ですが、君たちは市町村
合併についてどう思っているのかな？」

市雄くん「ぼくの住んでる市は人口20万人です。大
きな工場やショッピングセンターそれに大学もあって、
合併しなくてもいいんじゃないのかな」

町子さん「わたしの住んでる町は人口7,000人です。
大きな会社はありませんが、のんびりとしたイメージ
のまちです。でも、合併しないと今のままでは、町とし
て生き残れないって聞いたことがあります」

両輪先生「二人とも自分のまちのことを少しは知って
いるようだね。さて、市雄くんは合併しなくても今の
ままでいいという考えのようだが、もしもその大きな
工場がなくなったらどうなると思う？」

市雄くん「なくなることはないと思うんですけど…っ
て言うか、なくなったとしたら働く場所が減って、人も
減って、ショピングセンターもまち全体にも活気がな
くなっていくんじゃないのかなあ」

両輪先生「そうだね。働く場所があって、お店があって、
人が集まっているからこそ、まちがあるんだね。そして、
働いている人や会社からの市町村民税や住んでいる
土地や家にかかる固定資産税などいろんな税金をも
とに、市は仕事をしているんだ。最近では、生産工場
などが日本から海外へ移っていくケースもあって、工
場や会社がいつまでもあるという考えは通らない世
の中になってきているんだ」

市雄くん「そうすると税金で仕事をしている市は、お
金が減っていくことになって、今までやってきたいろ
んな仕事ができなくなってしまうということになって

しまうよ」

両輪先生「そこで、市を小さい規模よりも大きな規模
にして、いろんな分野の工場や会社を持つことで、ま
ち全体を安定したものにしようとするのが、大きな合
併を進める理由の一つになっているんだよ」

町子さん「先生、わたしのまちは、小さいけど福祉サ
ービスもやってるし、いろんな施設もあるし、合併し
なくても今のままで十分だと思うんです」

両輪先生「ところで町子さんは、まちの財政、つまり入
ってくるお金と出て行くお金がどうなっているかを知
ってるかな。入ってくるお金でもいろいろと種類があ
って、自分のまちで集めるお金もあれば、いったん国
が集めて全国のまちに分けるお金もあるんだよ。地
方交付税といって、簡単にいうと、自分のまちのお金
だけでは足りないところに、国が配っているお金とい
ったところかな。今、この地方交付税がだんだんと減
っていく傾向にあることが問題となっているんだ。つ
まり、町子さんのまちが、国からのお金がなくても、立
派に自立してやっていけるのであれば問題はないん
だよ。地方分権といって、これからは地方のまちが主
役となっていく時代だから、小さくても国に頼らないで、
自立と自律を兼ね備えていれば合併しなくてもいい
という考えもできるんだよ」

町子さん「国からお金が入らないとやっていけないか
どうかは、何をもとにすればいいんですか」

両輪先生「財政力指数（広報すずか4月5日号9ペー
ジ掲載）をみるのも一つの方法だよ。この指数が1以
上であれば地方交付税は配られないんだ。つまり1に
近いほどそのまちには、体力があるということになる
んだ」

賛否両輪先生



広報すずかの特集に関するご意見、ご感想をお寄
せください。
〒513‐8701　鈴鹿市市長公室広報広聴課
　　 82‐7603　　koho@city.suuzka.mie.jp
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町子さん「はい。じゃ一度見て勉強します」

市雄くん「合併するには自分のまちのことをよく知っ
ておくことが大切なんですね。でも、相手のまちのこ
とも気になるんですが…」

両輪先生「市町村合併を考えるときに、よく合併する
ところの借金とか気にする人が多いが…まっこれはこ
れで一つの材料にはなるとは思うんだけどね。けど忘
れちゃいけないのが、まちのインフラ整備。ちょっと
難しいかな。たとえば、生活環境を向上させる下水道
が、今までどれくらい整備されているか？といったよ
うなことなんだ。これまで整備した割合をＡ市では
20％、Ｂ市では80％とすると、Ａ市ではまだこれか
らたくさんお金が掛かるのに対して、Ｂ市では整備し
た分、借金も多くなるけど少しで終わると･･･。つまり、
Ｂ市の場合、下水道整備が終われば、お金を違った分
野で使うことができるということになるんだよ」

市雄くん「ということは、福祉サービスなどにお金を
使うこともできるんですね」

町子さん「福祉サービスといっても、自分のまちのこ
としか知らないんですが、これもよく勉強しておくと
いいですね。もっといいサービスがあるかも知れな
いですからね」

両輪先生「たとえば、大きなまちになればなるほど、
あらゆる分野が専門的になるんだ。市の仕事もそう
だし、今いった福祉、そして医療の分野についても、

今よりも、より高度で専門的なサービスができる施設
が備わるんじゃないかな」

市雄くん・町子さん「いろいろと勉強になりました」

両輪先生「そうだね。勉強することはとてもいいこと
だよ。市町村合併は、単純に考えれば、首長や議員な
どまちの仕事をする人が合わさっただけ減ってその分、
いろんなことにお金が使えるってことになるんだよね。
しかし、市町村合併の問題は、単なる数字や計算だけ
では計り知れないこともたくさんあるんだ。行政が市
町村合併を推進しているところもあれば、地域住民が
推進して行政を動かそうといているところもある。共
通して言えることは、そこに住んでいる人の、そして
次世代の子供のしあわせを考えていることだと思うよ。
とにかく、どんなまちのかたちで、どんなまちにしたい
かを示してもらい、みんなで正しい情報を共有し、考
えていくことが大切なことじゃないかな」

市雄くん・町子さん「先生、今日はありがとうございま
した」

両輪先生「また、分からないないことがあったらいつ
でもおいで。先生もまだまだ、勉強しなくちゃいけな
いこともたくさんあるし、逆に教えられることもあっ
たりなんかするからね。じゃ気をつけて帰るんだよ」

※このコーナーは、市町村合併地域説明会でお聞かせい
　ただいた意見を参考に、登場人物などすべて架空のも
　のとして作成したものです。

　これまで市では、市町村合併に関する特集
を３回にわたりお伝えしてきました。今回の説
明会に参加いただけなかった方も、過去の紙
面など参考に、これを機に市町村合併につい
て関心をもっていただきたいと思います。
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