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 調査地点の概要  

 

 

1. 庄原市旧総領町 
 

 

庄原市 旧総領町地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（2005年３月31日合併） 

 庁舎分類      ：支所 

 生活圏分類     ：非拠点型、最も通勤率が

高い市町村が本庁(拠点)

地域 

 通勤５％以上の市町村：庄原市（13.7％） 
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▼人口関係基礎データ 
 

2010年国調人口 人口増減率 面積 人口密度 

（新自治体における人口シェア） （2005－2010）   

1,592人（4.0％） －9.4％ 70.61㎢ 22.5人/㎢ 

世帯総数 １世帯あたり人員 18歳未満同居世帯割合 高齢独居世帯割合 高齢夫婦世帯割合

595世帯 2.52人 17.9％ 16.6％ 49.2％ 

 

▼選 挙 
 

最後の首長 
最後の首長選挙での 

得票率（直近） 

最後の議会選挙 

の投票率 

定数 

(うち無所属) 
特例利用 

山地 康生 

（１期目） 

－ 

（56.39％・１期目） 

88.89％（１回前） 

 

８（８） 

 

在任・増員：－

定数   ：○

選挙区  ：○

議員１人あたり有権者数 191.3人 → 1,644.4人（8.6倍） 

 

▼合併直前年度における財政状況（決算年度：2003年） 
 

基準財政需要額 

1,083,045千円 

基準財政収入額 

126,697千円 

標準財政規模 

1,115,347千円 

財政力指数 

0.11 

実質収支比率 

5.7％ 

公債費負担比率 

23.6％ 

公債費比率 

19.7％ 

起債制限比率 

13.2％ 

経常収支比率 

86.9％ 

左のうち人件費 

27.3％ 

左のうち公債費 

36.0％ 
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 調査報告  

 

 

庄原市旧総領町における市議会議員の非選出の経緯と影響 
 

 

畠 山 輝 雄 

 

 

(１) 庄原市旧総領町の概要 

   庄原市は、広島県北東部に位置する人口40,244人（2010年国勢調査）の地方都市である（図１、

表１）。2005年３月31日に庄原市、西城町、東城町、口和町、高野町、比和町、総領町の１市６

町が新設合併し、新「庄原市」が誕生した。人口は、第２次世界大戦直後をピークに年々減少し

てきており、過疎が進んでいる。面積は1,246.49km2であり、近畿以西では最大の市町村となっ

た。 

   総領町は、1955年３月31日に田総村と領家村が新設合併して成立した。旧庄原市の南東に位置

しており、庄原市役所からは国道432号線で粟石峠を越え、自動車で約30分のところにある。

1973年に同峠に粟石トンネルが完成して以降、庄原市との交流が盛んになった。このため、庄原

市と合併した他の５町が比婆郡であるのに対し、総領町は甲奴郡に所属していたにもかかわらず

合併した。 

   総領町の人口は、2010年現在1,592人であり、庄原市内の約４％を占めている（表１）。庄原

市全体と同様に、戦後直後をピークに人口は年々減少してきており、過去30年の人口減少率は

33.8％と、典型的な過疎山村となっている（図２）。1990年代後半の定住促進対策により(１)、

1995～2000年は人口が横ばいとなっているが、合併した2005年以降は再び減少に転じている。 

   年齢構成は、戦後以降生産年齢人口の転出が進み、さらに1980年代以降少子化も進んだことか

ら、高齢者の割合が高くなっており、2010年現在高齢化率は40.8％、後期高齢者率は27.7％と高

齢化が顕著な状況となっている。特に、女性の後期高齢者が多いことが特徴である（図３）。 

   総領町住民の従事産業（2010年）は、第１次産業が18.8％、第２次産業が22.4％、第３次産業

が57.6％と第３次産業が高くなっている（表１）。これは、庄原市全体の平均値56.7％よりもや

や高い値である。この第３次産業の割合が高い理由については、旧市町村単位での統計の都合上

2000年のデータとはなってしまうが、15歳以上の就業者の内、町外で就業している割合が35.1％

と高く、庄原市（13.7％）、三次市（6.9％）、上下町（5.8％）でのサービス業等に従事してい

る住民が多いことを表している。 

   面積は70.61km2であり、庄原市内の5.7％を占めている。町内の約85％が山林となっているこ

とから(２)、人口の多くは総領町の中央部を流れる田総川の谷沿いに沿って分布しており、その

                                                                                           

(１) 中国新聞1999年６月12日朝刊。1995年以降、住宅の建設、空き家のあっせん、定住奨励金の創設、芸術を活か

した地域づくりを狙うアースワークプロジェクトの展開によって、1997年から２年間は人口が増加（計11人）し

ていた。 

(２) 里山のまち総領編さん事務局（2005）『里山のまち総領 ― この10年の歩み ― 』総領町。 
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＜図１＞ 庄原市の位置および地形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土交通省「国土数値情報」１/４地域メッシュ、国土地理院「基盤地図情報」より作成。 

 

＜表１＞ 庄原市の旧市町別の概要 
 

地区名 
人 口 

（2010年） 

高齢化率 

（同左） 

第１次産業率

（同左） 

第２次産業率

（同左） 

第３次産業率

（同左） 

財政力指数 

（2003年度）

庄原地区 19,747 33.1％ 10.5％ 22.2％ 62.5％ 0.37 

西城地区  4,096 44.3％ 20.7％ 21.0％ 58.3％ 0.17 

東城地区  8,839 41.4％ 25.9％ 21.8％ 51.9％ 0.30 

口和地区  2,293 40.5％ 33.3％ 21.4％ 45.0％ 0.13 

高野地区  2,086 40.5％ 39.1％ 20.4％ 40.1％ 0.12 

比和地区  1,591 46.1％ 30.5％ 15.6％ 53.5％ 0.13 

総領地区  1,592 40.8％ 18.8％ 22.4％ 57.6％ 0.11 

庄 原 市 40,244 37.7％ 19.2％ 21.6％ 56.7％ 0.26注) 
 
注）庄原市の財政力指数は2013年度 

資料：人口および高齢化率、各産業率は国勢調査、財政力指数は市町村別決算状況調。 
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＜図２＞ 総領町の人口推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

＜図３＞ 総領町の年齢別人口構成（2010年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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  中心に総領支所および総領自治振興センターを中心とした公共施設などが立地している（図１）。 

 

(２) 総領町の合併経緯 

   総領町の市町村合併に関する動きとしては、2000年にさかのぼる。全国的な市町村合併への機

運の高まりを踏まえ、総領町は2000年６～７月に町内の有権者を対象とした市町村合併の是非や

合併する際の範囲について問うアンケート調査を実施した(３)。このアンケートでは、合併の肯

定的意見（必要である・どちらかといえば必要である）が51.1％、否定的意見（どちらかといえ

ば必要でない・必要でない）が31.3％と合併に対して肯定的な意見を持つ住民が多いことがわ

かった。また、合併する市町村の範囲については、人的・経済的交流が盛んであることを理由に、

75％が庄原市や比婆郡との合併を望んでいた。一方で、住民レベルでも同月に甲奴郡の３町（上

下町、甲奴町）の住民で作る「みんな知りたい甲奴郡の合併話」という集会を開催し意見交換を

した(４)。 

   2000年10月には、甲奴郡３町の町長および議長による「甲奴郡合併問題研究協議会」を発足さ

せた(５)。このように、総領町は当初は甲奴郡３町での合併を模索していた。これは、広島県が

作成した合併推進要綱の合併パターンの「基本的な組み合わせ」とも一致している。しかし2001

年２月に、広域行政組合でのつながりが深い福山市や府中市との合併を優先することを理由に上

下町が同協議会から脱退した(６)。その後、一部住民により甲奴郡３町の合併に向けた署名活動

が行われたが、署名が総領の有権者の約48％にとどまり(７)、住民発議の甲奴郡３町による合併

協議会設置議案は総領町議会で否決され(８)、甲奴郡との合併協議に至ることはなく、同協議会

も解散した。 

   その一方で総領町では、2000年７月に実施したアンケート調査で庄原市や比婆郡との合併を望

む住民が75％と多かったことを受け、2001年６月に庄原市と比婆郡５町による「合併問題調査研

究連絡協議会」に加入した(９)。その後東城町の脱退等はあったものの、2002年４月に「庄原

市・比婆郡四町・総領町法定合併協議会」が設置され、合併に向けた議論を進めていくことと

なった(10)。これは、県の合併推進要綱の合併パターンの「もう一つの組み合わせ」と東城町を

除けば同じ枠組みとなっている。 

   2003年４月の統一地方選において、合併前に地域の自立へ足腰を強化することをうたって立候

補した前議長の山地康生氏が現職の杉谷譯三氏を15票差で破って当選した(11)。なお山地氏は、

ヒアリングによると1983年に議員になる以前は、農業のほか土建業や繊維産業などの経営も行っ

ていたため、庄原市全体に人脈がありそのことを合併後のまちづくりに活かすことが可能であっ

たと考えられる。また、2004年３月には、総領町では公共施設の管理運営や学校給食調理業務の

                                                                                           

(３) 中国新聞2000年８月24日朝刊。 

(４) 中国新聞2000年７月７日朝刊。 

(５) 中国新聞2000年10月24日朝刊。 

(６) 中国新聞2001年２月３日朝刊。 

(７) 中国新聞2001年12月19日朝刊。 

(８) 中国新聞2002年１月10日朝刊。 

(９) 中国新聞2001年６月21日朝刊。 

(10) 中国新聞2002年４月４日朝刊。 

(11) 中国新聞2003年４月29日朝刊。 
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代行、道の駅、宿泊施設、町営バスの運行などをする株式会社里山総領が設置された(12)。 

   法定合併協議会では、2003年10月に任意協議会で一度は脱退していた東城町が加盟し、「庄原

市・比婆郡五町・総領町合併協議会」として１市６町による合併協議を進めていくこととなった(13)。

その後、多くの合併協議を経て、各市町で合併議案が可決され、2005年３月31日に新「庄原市」

が誕生した。 

 

(３) 新市建設計画の概要 

   新市建設計画は、計画期間を2005～2014年度の10か年とし、129ページ＋資料編28ページの計

157ページで作成された。第１章では合併の必要性や計画策定方針、第２章では新市の概況（統

計資料等）、第３章で国や県の動向と新市の目標人口、第４章では新市建設（まちづくり）の基

本方針、第５章では新市の主要施策、第６章では公共施設の適正配置、第７章では財政計画につ

いて述べられている。 

   まず、第３章における新市の目標人口についてであるが、2015年の目標人口を42,000人と設定

している。また、そのうち年少人口（０－14歳）を11.0％、生産年齢人口（15－64歳）を55.0％、

高齢者人口（65歳以上）を34.0％とした。しかし実際には、2015年４月現在で37,897人（住民基

本台帳）となっており、目標より約4,000人下回っている。 

   また、第５章の新市の主要施策については、図４にみられるように、「“げんき”と“やすら

ぎ”のまちづくり～人・自然・文化を愛し、新しいまちづくりにチャレンジ～」という理念のも

とに、「1.分権・自治の確立」、「2.定住環境の充実」、「3.“安心”環境の充実」、「4.教

育・学習環境の充実」、「5.“働く場”の創出」をテーマに各種事業を計画している。「1.分

権・自治の確立」では、自治振興区の整備や地域審議会への住民参画、地域リーダー・人材の育

成、本庁舎の整備・支所の改修、電算システムの統合など全市的な事業が多いが、2.～5.につい

ては全市的な事業以外にも地区ごとの事業もみられるため、以下では、総領町に関する事業を挙

げる。 

 

  ○ 定住環境の充実 

   ・地域内道路の整備（山家線、松山線、松山上領家線、中道線、上野小坂線、鍛冶屋小路線、

本町線、田野免線、小坂下線、足刈線、小屋谷筋線、田野河内上領家線、一般県道高光総領

線） 

   ・駐車場整備事業 

   ・一般県道三良坂総領線交通安全事業 

   ・分譲住宅整備事業 

   ・アースワーク公園整備事業 

   ・ポケットパーク整備事業 

   ・小水力発電設備整備事業 

   ・灰塚ダム支援事業 

   ・地籍調査事業  

                                                                                           

(12) 中国新聞2004年３月２日朝刊。 

(13) 中国新聞2003年10月30日朝刊。 
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＜図４＞ 新市建設計画の骨格 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庄原市・比婆郡５町・総領町新市建設計画 

 

   ・農業集落排水整備事業 

   ・灰塚ダム建設事業の促進 

   ・防火水槽整備事業 

   ・ヘリポート整備事業 

   ・無蓋防火水槽整備事業 

   ・消防格納庫整備事業 

   ・一般県道三良坂総領線交通安全事業 

  ○ 教育・学習環境の充実 

   ・総領中学校整備事業（バリアフリー建設） 

   ・総領中学校耐震補強事業 

   ・プール整備事業 

   ・スポーツ公園整備事業 

   ・谷間の小さな家整備事業（アトリエ事業） 
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   ・舟迫地域整備事業（アトリエ事業） 

  ○ “働く場”の創出 

   ・小規模農業基盤整備事業（水路他） 

   ・農業支援センター整備事業 

   ・農産物販売施設整備事業 

   ・林業生産基盤の整備（滝定線・金出線・加世木線整備事業、国産材加工施設整備事業、高尾

小坂線整備事業の促進） 

   ・セラピーセンター整備事業 

   ・ふるさとセンター整備事業 

   ・温泉開発整備事業（ボーリング） 

   ・里山整備事業 

   ・山野草ミュージアム整備事業 

 

   この新市建設計画については、当初の計画最終年の2014年10月現在で実施率が74.7％と道路整

備事業を中心に達成できておらず、また合併特例債の使用期限が５年間延長されたことを受け、

計画期間も2019年度までと５年間延長された。 

   なお、総領地域に関する事業については、実施率は67.5％と平均よりも低い。これは、道路事

業について４か所（松山線、本町線、小坂下線、足刈線）が未着手であり、表２で示した９事業

が見送られた結果である。ただし、いずれも地域審議会もしくは当該事業の地元での協議の上、

了解を得られているとのことである。 

 

＜表２＞ 新市建設計画に掲載された総領町の事業で見送られた事業とその理由 
 

事 業 名 見 送 り 理 由 

木屋谷筋線整備事業 地元協議及び費用対効果を踏まえて 

田野河内上領家線整備事業 急勾配のため道路改良での施工は不可。林道整備で再検討。 

分譲住宅整備事業 既存の分譲地が完売に至っていない状況のため 

小水力発電設備整備事業 実施設計の結果、不採算であることが判明したため 

谷間の小さな家整備事業（アトリエ整備） 事業規模が過大等のため、地域審議会を経て中止 

舟迫地域整備事業（アトリエ整備） 事業規模が過大等のため、地域審議会を経て中止 

国産材加工施設整備事業 事業規模が過大等のため、地域審議会を経て中止 

セラピーセンター整備事業 事業規模が過大等のため、地域審議会を経て中止 

温泉開発整備事業（ボーリング） 事業規模が過大等のため、地域審議会を経て中止 

資料：庄原市新市まちづくり計画進捗状況 

 

(４) 総領町在住の議員を選出できなくなった経緯 

   総領町では、合併直前の2003年３月に議員定数をそれまでの10から８に削減し、４月の統一地

方選における町議会議員選挙に臨んだ。同選挙では、現職３名が引退し、新人１名が立候補した

結果、９名の立候補者により８枠を争った(14)。当選者は以下の通りである(15)。 

                                                                                           

(14) 中国新聞2003年４月20日朝刊、４月23日朝刊。 

(15) 中国新聞2003年４月29日朝刊。左から氏名、年齢（2003年４月現在）、新人・現職、当選回数、職業（主な経

歴）、住所の順。 

－ 25 －



－ 26 － 

  ・谷本淳一（48）、新、酒造会社役員（町商工会副会長、田総川漁協理事）稲草 

  ・俵 壮太（58）、現③、農業（経済委員長、合併協委員、郡森林組合理事）稲草 

  ・秋山 愿（61）、現②、農業（町教育長、町総務課長、広報委員長）上領家 

  ・丸山隆三（76）、現⑥、社会福祉法人理事長（議長、合併調査特別委員長）稲草 

  ・元重良忠（64）、現③、二輪車販売業（副議長、総務委員長、消防議員）稲草 

  ・佐々木聖（52）、現②、農業（経済副委員長、農業委員、町ＰＴＡ連会長）亀谷 

  ・金光敏博（63）、現③、農業（総務委員長、監査委員、郡農協金融部長）黒目 

  ・田辺秀女（74）、現④、農業（総務副委員長、監査委員、保母）中領家 

   合併後１回目の市議会議員選挙（2005年４月）では、旧市町単位の在任特例を適用したうえで、

選挙区選挙が行われたため、総領選挙区では定数２のところに５名が立候補した。なお、高野選

挙区は無投票となった。立候補した５名は、総領町議員だった谷本氏、田辺氏、秋山氏のほか、

新たに以下の２名が立候補した(16)。 

  ・山根京司（46）、新、農業（ＰＴＡ会長、消防団分団長）稲草 

  ・中原 巧（54）、新、森林組合総代（町助役、町総務課長）稲草 

   選挙の結果、秋山氏（615票）と中原氏（293票）が当選した(17)。これは、町民へのヒアリン

グによると元議員かつ元教育長である秋山氏と元町助役であり町長の後継でもある中原氏の知名

度が影響したのではないかとのことである。 

   ４年後の2009年４月の市議会議員選挙では、選挙区選挙は行われずに、庄原市全体での選挙と

なった。総領町からは、中原氏１名のみが立候補し、28人中12番目の得票数（1,040票）で当選

した(18)。それまで議員であった秋山氏が立候補しなかった理由は、関係者へのヒアリングによ

ると同選挙では前回の選挙区選挙から議席数が法定数の26議席へと減少しており、有権者数

（1,415人：全体の4.1％）のシェアから考えた際に総領町から２人当選することが困難と予想さ

れたため、２人で調整の結果、若い中原氏が立候補をしたのではないかとのことである。 

   しかし、2013年４月の市議会議員選挙では、総領町からの立候補者はなく、同月から総領町在

住の議員がいない状況が続いている。これは、関係者へのヒアリングによると中原氏が立候補締

め切り直前に不出馬を表明したことから、候補者擁立の準備ができなかったとのことである。中

原氏が立候補しなかった理由は、日ごろの選挙活動の中で当選するための票数を得ることが困難

と判断したためではないかとのことである。住民へのヒアリングによると、同氏は議員当選後に

議会報告等の地域での活動を行っておらず、2013年の選挙前にも後援会等による選挙対策も行っ

ていなかったとのことである。なお、庄原市内の旧市町単位で、地元議員が存在しないのは総領

町のみである。 

 

(５) 地域審議会の設置と総領町での審議 

   庄原市では、合併後より合併特例法に基づく地域審議会を旧市町単位で設置した。設置期間は、

2005年３月31日～2015年３月31日までの10年間である。所掌事務は、当該区域に係る以下の事項

                                                                                           

(16) 中国新聞2005年４月11日朝刊。 

(17) 中国新聞2005年４月18日朝刊。落選者の投票数は、山根氏（200票）、谷本氏（134票）、田辺氏（26票）であ

る。 

(18) 中国新聞2009年４月14日朝刊。 
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について、市長の諮問に応じて審議し、答申する。 

  ① 新市建設計画の変更に関する事項 

  ② 新市建設計画の執行状況に関する事項 

  ③ 新市の基本構想、各種計画の策定・変更に関する事項 

  ④ 予算編成の際の事業等に関する要望 

  ⑤ その他、市長が必要と認める事項 

   委員は15名以内で組織し、市長が①公共的団体の役職員（９名：自治振興区連絡協議会等、営

農集団連絡協議会等、商工会議所・商工会等、女性連合会等、青年会議所・青年団体等、ＰＴＡ

連合会・子育て推進委員等、民生委員児童委員協議会等、老人クラブ連合会等、文化協会・体育

協会等）、②識見を有する者（３名：行政経験者等）、③公募により選任された者（３名）、か

ら委嘱する。委員の任期は２年となっており、再選は可能である。また、会長・副会長は委員の

互選によって選出される。 

   庄原市での地域審議会は、各年以下の回数行われた。このように、最初の２年間は多くの回数

が行われたが、その後は2009年を除いて年１回の開催となっている。 

   2005年度：２回（東城町のみ３回） 

   2006年度：３回 

   2007年度：１回 

   2008年度：１回 

   2009年度：２回 

   2010年度：１回 

   2011年度：１回 

   2012年度：１回 

   2013年度：１回 

   以下では、総領町での審議内容について述べることとする。 

  ① 第１期（2005年３月31日～2006年６月25日） 

   委 員：柳生慶明（会長）、成相彰男、坂口静男、中谷昭夫、山村義人、金光敏博、中田博章、

山田久三、谷口雅春、山地康生、澤由妙、小島由佳利、上瀧吹枝 

    合併協議会委員でもあった柳生氏を会長とし、同様に協議会委員であり文化協会総領支部長

の坂口静男氏のほか、前町長の山地氏、元町議であり自治振興区連絡協議会前副会長の金光氏、

総領町観光協会副会長の中谷氏、ＰＴＡ連合会総領支部前支部長の中田氏、老人クラブ総領地

区連合会副会長の山田氏、民生委員児童委員協議会会長の谷口氏、甲奴郡森林組合参事の成相

氏などにより構成されていた。 

   ○ 2005年度第１回（2005年７月28日） 

    ・議 事 

     会長・副会長の選任について 

     新市建設計画の概略説明 

     長期総合計画審議会委員の推薦について 

    ・その他行政への要望 

     なし 
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   ○ 2005年度第２回（2005年10月31日） 

    ・議 事 

     庄原市実施計画（総領地域事業）について 

     予算編成の際の事業等に関する要望 

    ・その他行政への要望 

     なし 

    ・答 申 

     庄原市実施計画（総領地域事業）について、(１)市道鍛冶屋小路線、市道上野小坂線、市

道上領家線の改良事業を追加していただきたい。 

  ② 第２期（2006年６月26日～2007年７月24日） 

   委 員：柳生慶明（会長）、吉野留弘、牧惣林、成相彰男、和田芳治、坂口剛、山田久三、 

       金光敏弘、中田博章、谷口雅春、澤由妙、小島由佳利、上瀧吹恵 

    前期から引き続き柳生氏が会長を務め、庄原市農業協同組合代表理事副組合長の牧氏、備北

商工会会長の吉野氏、総領地域自治振興区連絡協議会長の和田氏、文化協会総領支部長の坂口

剛氏が新たに委員に加わった。 

   ○ 2006年度第１回（2006年６月26日） 

    ・議 事 

     総領地区地域審議会の副会長の選出について 

     庄原市長期総合計画審議会委員の推薦について 

     庄原市長期総合計画基本構想（案）について 

     平成18年度予算における実施計画の状況について 

    ・その他行政への要望 

     なし 

   ○ 2006年度第２回（2006年10月25日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画基本構想（案）について 

     庄原市長期総合計画基本計画（案）について 

     第１次庄原市実施計画平成17年度事業実績について 

     第１次庄原市実施計画平成18年度変更計画（総領地域事業）（案）について 

     平成19年度予算編成の際の事業等に関する要望について 

    ・答 申 

     庄原市長期総合計画基本構想（案）および基本計画（案）について、(１)「地域の担い手

となる人材育成」を計画全体の基本理念として掲げ、各種分野でこの視点に基づいた施策

を積極的に展開するよう、本文へ盛り込んでもらいたい、(２)人口の減少対策は最重要課

題であり、地域で生まれ育った若者が地域に残り、定住できるようにするための誘導施策

を強力に推進するよう、本文へ盛り込んでもらいたい。 

     第１次庄原市実施計画平成18年度変更計画（総領地域事業）（案）について、総領地域の

地域事業については、計画変更後の５ヶ年間の合計額の、当初計画合計額に対する比率が、

他地域に比べて突出して低いものとなっている。このことと、合併協議の中での旧１市６
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町の公共施設整備基金の持ち寄り結果を勘案した場合、「里山総合整備事業 総領地区」

の変更計画（案）については、了承できない。総領地域の地域事業の平成18年度変更計画

（案）については、これの当初計画合計額に対する比率について他地域との均衡が取れた

数値とされるよう強く要望する。 

    ・その他行政への要望 

     総領町稲草の五萬の里市営住宅の南方の山腹に位置する「日尻田溜池」については、老朽

化が著しく危険なものとなっているため、防災対策上、早急に改修するよう予算措置を要

望する。 

     灰塚ダム周辺の地元団体の広域的連携等について、ご支援、御協力頂きたい。 

   ○ 2006年度第３回（2006年12月５日） 

    ・議 事 

     地域審議会からの答申・意見・提案への対応について 

     長期総合計画基本構想・基本計画（最終案）について 

     市の財政状況について 

    ・その他行政への要望 

     なし 

  ③ 第３期（2007年７月25日～2009年８月31日） 

   委 員：柳生慶明（会長）、吉野留弘、牧惣林、成相彰男、和田芳治、坂口剛、黒木和彦、 

       山田久三、小島由佳利、中谷昭夫、田村義人、小林智恵、永田昌恵、中正士、伊達純子 

    前期から引き続き柳生氏が会長を務め、ＰＴＡ連合会総領支部長の黒木氏、元総領町助役の

田村氏、公募選出の小林氏、永田氏、中氏、伊達氏が新たに委員に加わった。 

   ○ 2007年度第１回（2007年12月４日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画実施計画の策定について 

     平成20年度予算編成の際の事業等に関する要望について 

    ・その他行政への要望 

     県道三良坂総領線の上市交差点から下市地区への歩道整備 

     灰塚湖数編の活性化について 

     地域審議会委員の要望を市長や副市長へ伝えるための企画（審議会に来てもらいたい） 

   ○ 2008年度第１回（2008年12月15日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画・実施計画の策定について 

     平成21年度予算編成の際の事業等に関する要望について 

    ・その他行政への要望 

     国道・県道への歩道設置について 

  ④ 第４期（2009年９月１日～2011年８月31日） 

   委 員：柳生慶明（会長）、吉野留弘、牧惣林、成相彰男、山根京司、佐々木聖、福田文彦、

山田久三、勢村生美、秋山愿、奥満夫、大本典栄、秋山静、秋山和子、小島由佳利 

    前期から引き続き柳生氏が会長を務め、自治振興区長連絡協議会長山根氏、同副会長の佐々
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木氏、前市議の秋山愿氏、合併協委員であった秋山和子氏、ＰＴＡ連合会総領支部長の福田氏、

総領地区民生委員児童委員の勢村氏、学識経験者の奥氏、公募選出の大本氏、秋山静氏が新た

に委員に加わった。 

   ○ 2009年度第１回（2009年10月13日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画・後期実施計画の策定方針について 

    ・答 申 

     原案の通り認める 

    ・その他行政への要望 

     ＰＴＡから出している要望も少しは取り入れていただきたい 

     総領健康福祉センター２階の調理室があまり利用されていないので活用を考えていただき

たい 

     田総の里スポーツ公園のグラウンドゴルフ場に屋根付の施設を作り、イス、テーブルを設

置していただきたい 

   ○ 2009年度第２回（2010年１月18日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画・後期実施計画について 

    ・答 申 

     原案の通り認める 

    ・その他行政への要望 

     なし 

   ○ 2010年度第１回（2011年１月７日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画・後期実施計画の見直しについて 

    ・答 申 

     原案の通り認める 

    ・その他行政への要望 

     なし 

  ⑤ 第５期（2011年９月１日～2013年８月31日） 

   委 員：秋山愿（会長）、吉野留弘、牧惣林、成相彰男、山根京司、瀧口隆巳、上瀧知明、 

       河内文雄、勢村生美、佐々木聖、永井浩、菅光子、瀧口啓、藤野冨美代、小島由佳利 

    新たに秋山氏が会長となり、自治振興区副区長の瀧口隆巳氏、ＰＴＡ連合会総領市部副支部

長の上瀧氏、老人クラブ総領地区連合会会長の河内氏、学識経験者の永井氏、菅氏、公募選出

の瀧口啓氏、藤野氏が新たに委員となった。 

   ○ 2011年度第１回（2012年１月10日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画・後期実施計画の見直しについて 

    ・答 申 

     下記の意見を付して原案の通り認める。これまでの里山総合整備事業は取りやめとし、そ
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れに替わる地域振興事業としては、新市建設計画中、実施計画へ未掲載事業の洗い出しを

して、地域審議会に諮問すること。 

    ・その他行政への要望 

     なし 

   ○ 2012年度第１回（2013年１月10日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画・後期実施計画の見直しについて 

    ・答 申 

     原案の通り認める 

    ・その他行政への要望 

     自治振興センターのエアコンの修繕について 

  ⑥ 第６期（2013年９月１日～2015年３月31日） 

   委 員：秋山愿（会長）、吉野留弘、牧惣林、成相彰男、山根京司、瀧口隆巳、手島亜希、 

       今田智子、河内文雄、佐々木聖、永田修治、菅光子、瀧口啓、藤野冨美代、小島由佳利 

    前期から引き続き秋山氏が会長を務め、庄原市子育て推進委員の手島氏、総領地区民生委員

児童委員主任児童委員の今田氏、学識経験者の永田氏が新たに委員となった。 

   ○ 2013年度第１回（2013年12月11日） 

    ・議 事 

     庄原市長期総合計画・後期実施計画の平成24年度実績について 

     庄原いちばん基本計画・第１期について 

     庄原市長期総合計画・後期実施計画の見直しについて 

    ・答 申 

     原案の通り認める 

    ・その他行政への要望 

     なし 

 

   以上、総領町における地域審議会の内容について述べてきたが、議論の多くは行政からの諮問

に対する答申への議論であり、住民発議による町内の課題に関する議論はされておらず、各委員

からの個人的な意見・要望に留まっている。また、最後の３年ほどは諮問に対して、意見を付与

することなく原案の通り認める場合がほとんどで、地域審議会の活動自体が停滞していることを

感じさせる。 

 

(６) 自治振興区の設置と総領自治振興区の実態 

   自治振興区とは、区域内にある自治会や行政区など、一定の地域に生活する人が参加し、良好

な地域社会の維持や発展を目的に住民の自治組織としてつくられた。 

   総領町では、過疎化、少子化の進行によって各集落の構成員が減少し、地域の相互扶助的共同

体としての自治機能が低下していた上、市町村合併を控えて、地域の住民の親睦と連帯の場、地

域課題の発見とその解決に取り組む場として、自立的な住民の総意に基づく地域自治組織づくり
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が急がれていた(19)。そこで、2001年度から長期総合計画に掲げる住民参加のまちづくりの理念

を基本にしながら、地域の意見や課題の集約、自立的な利害調整などに取り組むための自治振興

区づくりに踏み出した。その後、住民への説明会の実施や意見の聴取をし、2002年３月に「総領

町自治振興会館設置及び管理に関する条例」および「総領町住民自治振興組織促進要綱」を定め、

自治振興区の機能や活動、それに対する町の助成策について明らかにした。その結果、2002年４

月から自治公民館旧分館単位の区域を基本として町内７つの自治振興区が設置され、組織運営と

活動が開始された。この自治振興区設置の背景には、総領町が行政主導の地域であり、市町村合

併を控え合併後に庄原市の周辺部となることで地域が衰退することが考えられるため、住民主体

で地域を担うことができる組織の構築が必要とされたことにある。その結果、住民主体の自治運

営がされただけでなく、各集落から町役場への意見の吸い上げの場としても機能していた。 

   総領町以外では、1990年代後半から高野町、西城町、比和町の全域で同様の自治振興区が設置

されていたが、合併に伴い東城町や口和町でも設置されるようになり、庄原市全域で自治振興区

が立ち上げられた。合併により市全域で立ち上げた理由は、それまでの行政下請的な住民組織で

はなく、主体的に活動し地域振興計画を策定しうる組織を作り、住民たちが自分たちで地域の問

題を考えその対策を進めることで、合併によって遠くなる行政との距離感を小さくすることであ

る(20)。各町内では、概ね公民館単位で地区割りがされていたが、合併協議では将来的な自治振

興区の再編の検討もされていた。 

   それを受けて、2010年４月に庄原市内では初となる自治振興区の再編が総領町で行われた。そ

れまで７区あった振興区を１区に再編し、公民館を自治振興センターとした(21)。これは、人口

減少などを背景にスケールメリットを生かして地域活動の促進・効率化を図ることを目的として

いる。センターには専任の事務員２人を配置し、町ぐるみの取り組みや会計・補助金申請事務を

集約し、行政との窓口を一本化した。旧振興区は自治会として活動している。 

   庄原市では、自治振興区に対して自治振興区振興交付金や自治振興区活動促進補助金などの支

援策がとられている。自治振興区振興交付金は、自治振興区の運営、維持及び管理等に充てられ

る「振興交付金」、自治振興センターの指定管理を受託した自治振興区に人件費等に伴う経費を

交付する「特別振興交付金」で構成されている(22)。自治振興区活動促進補助金は、地域振興計

画に位置付けられていることを前提として、地域の特性を活かし自ら地域経営を確立するために

実施する事業に交付されるものである。また、それ以外にも地域マネージャー活用事業交付金、

地域づくりリーダー育成事業補助金、コミュニティ推進補助金、集会施設整備関係補助金、地域

リーダー育成事業などが行われている。これらの補助金を使用しながら、各振興区ではさまざま

な地域事業、それらを広報するための広報誌の発行やｗｅｂサイト、ＳＮＳでの公開を行ってい

る。 

   総領自治振興区では、2015年７月現在、振興区長および事務局長として専任が２名、嘱託事務

員１名、地域マネージャー活用事業交付金を使用した地域マネージャーが１名、地域おこし協力

隊員が１名の計５名が常駐しており、広報誌「さとやま通信」の毎月の発行や、Facebookでの情

                                                                                           

(19) 前掲(２）。 

(20) 杉本久未子（2012）庄原市における住民組織の再編と個性的な地域づくりの可能性、大阪人間科学大学紀要、

11号、105-112。 

(21) 中国新聞2009年７月５日朝刊。 

(22) 前掲(20）。 
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報公開、各種事業に関する事務を行っている。専任の２名については、自治振興区の総会におい

て決定され、2015年度は農家であり2005年の市議会議員選挙にも立候補した山根京司氏が区長を、

旧総領町および庄原市職員を経験し2014年３月まで区長をしていた矢吹正直氏が事務局長を務め

ている。 

   総領町自治振興区では、現在「定住促進プロジェクト」、「福祉プロジェクト」、「教育プロ

ジェクト」という３つのプロジェクトを中心に事業を行っている。「定住促進プロジェクト」は

地域おこし協力隊員が中心に動いており、市営住宅を中心とした空き家の販売による定住者の維

持を行い、少しでも人口減少を食い止めることを目的としている。「福祉プロジェクト」は、

2015年度の介護保険制度改正に伴い制度の枠から外れた要支援１・２の受け皿を作ることを目的

としている。具体的には中学校の寮を宅老所として改造して、そこに入居する形で高齢者の在宅

期間を長くして、要介護の状態になった時に特別養護老人ホーム等の施設に入所させる仕組みを

作っている。「教育プロジェクト」は、中学生向けの塾や小学校のそろばん塾、放課後子ども教

室などを教員経験者中心に行い、将来を担う子供たちの基礎的学力の向上を行っている。これら

は、学校や保護者との連絡会議を行いながら実施しており、また学校と上記の事業を通して地域

を結びつける教育コーディネーターも参加することで、高齢者を中心とした地域住民の生きがい

育成にもつながり、地域の活性化に寄与すべく取り組んでいる。 

   なお、2014年度においては、自治振興区振興交付金は、各区の住民基本台帳登録人口に基づい

て、交付額総額における均等割４割、人口割６割で交付されており、総領自治振興区へは1,595

万円が交付されている。また、自治振興区活動促進補助金としては、地域ぐるみの教育プロジェ

クトによる未来志向の地域活性事業に42万9,000円が支給されている。 

 

(７) 総領町在住の議員が選出されなくなった影響 

   2013年４月の庄原市議会議員選挙で、総領町在住の議員が立候補せず、以降総領町では地元議

員が市議会にいない状況が続いている。この影響として最も大きいのは、総領町在住の議員によ

る議会での一般質問がなくなったことが挙げられる。庄原市議会録によると、合併後から2009年

３月までは秋山議員と中原議員が総領町に特化した一般質問を繰り返している。具体的には、道

路整備や森林管理、限界集落問題などに関するハード事業への質問であり、総合計画の事業に総

領町の事業が盛り込まれていないことに対する質問である。この任期については、選挙区選挙に

より総領町の代表として２名が選出されていることから総領町に特化した内容になっているもの

と考えられる。 

   2009年４月から2013年３月までは、選挙区選挙ではなく庄原市全体での選挙で当選したにもか

かわらず、中原議員による総領町に特化した一般質問がされている。特に、前期において繰り返

し行われた一般質問（特に道路整備）が反映されていないことに対する質問が中心である。中原

氏によるこの質問については４年間終始一貫しており、庄原市全体での選挙による当選ではある

ものの、総領町代表としての意識が強いことがうかがえる。 

   2013年４月からは、総領町在住の議員が不在となったため、総領町に特化した一般質問はほと

んどなく、総領町に特化した話題は、該当議案に対する総領支所長の答弁だけである。 

   一方で、総領町住民へ地元議員が存在しなくなった影響についてヒアリングしたところ、いず

れの住民からもほとんど影響はないとの回答が返ってきた。この理由としては、総領町での地域
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課題や住民要望などを本庁に通す代替ルートが機能していることがあげられる。この代替ルート

について、以下で考察することとする。 

 

  ① 支所ルート 

    旧総領町役場が現在総領支所になっているため、支所を介して本庁に要望を通すルートが存

在する。ただし、これはそれほど機能しているとは言い難い。支所に住民が要望を上げてくる

ケースとしては、地域の総意というよりは自宅周辺のハード整備（道路補修やドブさらいなど）

などの個人的な要望がほとんどである。このような要望は、総領町が小規模な自治体であるゆ

えに、合併以前は議員を通すよりも直接役場に伝えることが一般的であったという。しかし、

市町村合併に伴いその件数は、大幅に減少しているという。 

    この理由については、役場から支所という機能および環境の変化によるものである。合併以

前の旧総領町役場には、45名の職員がいたものの、支所になってから職員数は減少しており、

2015年７月現在では19名と約３分の１となっている。また、合併直後は旧総領町職員が勤務し

ていたが、現在の職員19名中総領町出身者は４名のみである。このため、住民に顔なじみの職

員が減少しており、要望を言いにくい環境となってしまっているとのことである。 

    そして、支所には500万円未満の決裁権しか与えられておらず、住民が個人的に支所に要望

を伝えたとしても、財政的理由でそれが本庁で反映される期待が薄いことも、支所に要望を上

げるケースが減少している理由といえる。 

  ② 地域審議会ルート 

    庄原市長からの諮問機関である地域審議会経由のルートも考えられる。地域審議会の構成員

は、前述のとおり総領町の住民が主体となっており、地域の課題や要望を集約して答申や意見

として本庁に提出することも可能である。しかし、これも機能しているとは言い難い。 

    ６節で述べたとおり、地域審議会では市長からの諮問に対する議論とそれを踏まえた答申が

中心であり、諮問とは関連しない町内の課題について議論して意見を付すということはほとん

ど行われていなかった。審議会の回数自体も年々減少しているだけでなく、市長からの諮問も

市の総合計画や次年度予算編成における事業に関するものとルーティン化し、答申も原案の通

り承認するだけとなっており、審議会自体が晩年は形骸化してきている。これは、総領町だけ

のことではなく、庄原市内の他の審議会でも同様の状況であった。 

    このため、地域審議会は地域の課題や要望を集約して主体的に本庁に通す役割は担っていな

かったといえる。さらに、地域審議会は2015年３月をもって当初の予定通り終了したため、今

後その役割を担うこともできない。 

  ③ 自治振興区ルート 

    総領自治振興区は、もともと町内に７区あった自治振興区を2010年に統合したものであり、

現在では自治振興区の下に７つの自治会が属する形となっている。このため、多くの地域行事

や日常的な業務、自治振興区の総会において、総領町全体の地域課題が自治振興区に集約され

る状況となっている。これらの地域課題を本庁に通すルートは３つある。 

    第１は、庄原市内の22の自治振興区が集まる「庄原市自治振興区連合会」があり、そこで本

庁の担当課職員に要望を上げる方法である。ただし、ここでは各振興区からさまざまな要望が

出されるため、それをすべて市で反映させることは不可能である。各振興区で事前に調整して
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連合会総意として意見を出すことができれば反映される可能性は高まるが、振興区間の意見調

整は行われていない。 

    第２は、毎年７月に開催される市政懇談会があり、そこには市の幹部職員との意見交換がで

きる場がある。ここでは、自治振興区の事業について市による支援が可能かなどを問うている

とのことである。また、市政懇談会では、各振興局から事前要望を出すことができ、多くの振

興局ではハード事業に関する要望が出されるという。その要望に対しては懇談会で回答がなさ

れるが、その回答は財政的に困難であるゆえに予算化できないという、支所を通してなされる

回答と同様である。総領自治振興区では、このようなハード事業は通らないことを前提として、

支所経由で上げるように調整し、現在三本柱として取り組む「定住促進プロジェクト」、「福

祉プロジェクト」、「教育プロジェクト」というソフト事業に関して市の支援可能性について

協議をしている。2014年に協議した福祉プロジェクトについては、市の長期総合計画の実施計

画で反映される方向であり、2015年協議している教育プロジェクトについてもすでに2014年度

に自治振興区活動促進補助金で補助されているのに併せて他の関係する補助金を工面する方向

で話が進んでいるとのことである。ただし、いずれも総領町自治振興区が主導するものの、総

領町以外からの近隣の住民の利用を可能とするような市全体の利益となる方向で話を進めてお

り、これが政策反映の要因と考えられる。 

    第３に、毎年７月に開催される議会懇談会があり、４人ほどの市議会議員と意見交換ができ

る場がある。ここでも自治振興区の事業について議会としてどう対応できるかを問うている。

ただし、この場はあくまでも議会に関する意見交換であり、行政に関する意見は対応できない

ケースが多いという。また、現在は総領町在住の議員がいないため、住民側の参加者は少ない

ことから、振興局主導で動員をかけることもある。 

    このように、自治振興区からは本庁へ地域の要望を上げるルートが多く確保されているが、

最も重要なのは、支所経由とは異なり、個人的な要望というよりは、住民自治組織としての総

意の要望として本庁に要望を上げることが可能である点である。しかしながら、細かいハード

事業などは財政的理由で反映されることは少なく、総領発信ながらも全市的な課題というよう

な行政の政策に反映されやすい政策提案が重要となっている。 

  ④ 副市長ルート 

    2011年４月から副市長に就任している矢吹有司氏が元総領町の総務課長であり、総領町関係

者とは顔なじみが多いため、自治振興区や住民から直接副市長へ話を通すことがあるとのこと

である。 

    庄原市では、2007年４月から２名（１名は10月から）の副市長を置いており、１名は市役所

内、もう１名は中央省庁から選任することが慣例となっている。副市長の任期は４年であり、

１期目については、合併前は庄原市企画課長を務め、合併後は庄原市地域振興部長を務めてい

た国光拓自氏が就任した(23)。もう１名は、国土交通省中国地方整備局企画部事業調整官の江

角忠也氏が就任した(24)。その後2011年３月より合併時から庄原市財政課長を務めていた矢吹

氏が副市長に就任した。当時の滝口季彦市長によると、「国光氏本人の将来設計を考慮した。

                                                                                           

(23) 読売新聞2005年２月26日朝刊広島地方版、朝日新聞2007年３月21日朝刊広島地方版。 

(24) 朝日新聞2007年９月29日朝刊広島地方版。 
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後進に道を譲ってもらった｣(25)というように、市幹部の若返りの一環として就任したといえる。 

    庄原市では合併後は庁内組織として部制を引いていたが、2008年４月に行財政改革の一環と

してそれまで６つあった部を廃止して、副市長を２名おいて各課を統括するような機構改革を

実施した(26)。初代副市長の国光氏は地域振興部（機構改革後は企画課および商工観光課）長

であり、企画課は組織機構図で見ても総務課や財政課と並び上位に来ていることから、市組織

の中でも重要なポストであったと考えられ、副市長の有力な候補であったことが予想される。

矢吹氏は合併後に庄原市財政課長に就任したことから、国光氏が退任した際には次期副市長の

有力な候補であったと考えられる。 

    ここで、合併直後の人事異動について考察したい(27)。庄原市では合併直後については部長

級として13のポストがあった。その内、６つについては支所長であり、これは各旧町村役場か

ら選任されている。残る７つについては、市民生活部長兼福祉事務所長（東城町教育委員会学

校教育課長）と議会事務局長（西城町総務課長）以外はすべて本庁が置かれた旧庄原市役所出

身者が選任されている。特に、重要なポストであったと考えられる総務部長と地域振興部長は、

庄原市役所出身者が選任されている。次に、課長級については、本庁所属としては23あり、そ

の内庄原市役所出身者が就任しているのは、16ポストである。課長級においても、本庁が置か

れなおかつ人口規模が最も大きい旧庄原市役所出身者が多く選任されている。旧庄原市役所出

身者以外では、財政課長に矢吹氏（旧総領町）、情報推進課長に村田元治氏（旧東城町）、自

治振興課長に宮田智浩氏（旧東城町）、市民生活課長に清水薫氏（旧口和町）、会計課長に坂

本憲之氏（旧西城町）、教育委員会生涯学習課長に岩山泰憲氏（旧比和町）、農業委員会事務

局長に福島朝子氏（旧高野町）が選任されている。課長級については、すべての旧市町から選

任されており、本庁が置かれる旧庄原市以外では、最も人口が多い旧東城町から２名と多く選

任されている（表１）。しかし、旧比和町と並び最も人口規模が小さい部類に入る旧総領町か

ら課長級の中では重要ポストである財政課長に矢吹氏が選任されていることは注目すべき点で

ある。この合併直後の人事異動については、必ずしも旧市町の人口規模で決定しているとはい

えず、政治的な調整があったことがうかがえる。 

    いずれにしても、このような背景において副市長となった旧総領町出身の矢吹氏は2015年４

月に再任されており、少なくとも2019年まではこのルートは継続されるものと考えられる。 

 

   以上のように、議員を介せずに本庁に地域の課題や要望を上げていくルートが存在する一方で、

もともと総領町民の議員に対する期待度が低かったことも浮き彫りとなった。総領町でのヒアリ

ングでは、多くの住民から議員がいなくなった影響はないという意見と共に、もともと議員には

期待していないという意見も多くみられた。特に、合併後に議員が２名、さらに１名となった時

点で庄原市の中でも少数派であり、総領町の要望反映が困難な状況が明らかとなり、地域の意見

の吸い上げ役としての議員の役割が機能しなくなったことがうかがえる。 

   この経緯について議員の人数と居住地という観点から考察してみたい。まず、合併前最後の

2003年の町議会議員選挙では、５節で述べた８名の当選議員は人口が集中する稲草において４名

                                                                                           

(25) 中国新聞2011年３月19日朝刊。 

(26) 中国新聞2007年11月14日朝刊。 

(27) 読売新聞2005年２月26日朝刊広島地方版。 
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と多いものの、それ以外は上領家１名、中領家１名、亀谷１名、黒目１名と町内各所から選出さ

れている(図５)。ヒアリングによると、総領町での議員選挙における各候補者は農業で生計を立

てていたものが多いことから、支持母体をそれぞれが持っていたというわけではなく、多くは地

縁、血縁関係で集票をしていたとのことである。この時の当選者の最低得票数は64票であり(28)、

最低100票を確保できていれば当選可能であったといえ、地縁・血縁関係による集票で当選が可

能だったと考えられる。 

   しかし、合併後最初の2005年の市議会議員選挙では、選挙区選挙とはなったものの総領町の定

数は２であり、庄原市全体の33議席からみると6.1％と議会に対する影響力は小さいと考えられ

る。また、同選挙の総領選挙区での当選者の最低得票数は293票であり(29)、総領町時代よりも多

くの票数を集める必要がある。その意味では、それ以前の地縁・血縁関係による集票は困難に

なったものと考えられる。同選挙で当選したのは現職で元教育長の秋山氏と新人ではあるものの

元助役の中原氏であり、他の候補者がそれまでの選挙において100票前後で当選していた議員で 

 

＜図５＞ 総領町における集落の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土地理院「基盤地図情報」より作成。  

                                                                                           

(28) 毎日新聞2003年４月28日朝刊広島地方版。 

(29) 中国新聞2005年４月18日朝刊。 
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  あったことを考えると地縁・血縁関係だけではなく、知名度で集票が可能であったといえる。こ

のように、当選結果は総領町の民意を反映しているように見えても、これまでの町議時代の議員

活動の延長線上の活動では市議会では機能するわけはなく、また活動が総領町にフィードバック

されるかというと、議会における6.1％の影響力では困難である。実際に、新市建設計画におけ

る総領町の事業の進捗率は平均より低い（４節参照）。これらのことから、総領町民の議員への

信頼も次第に薄らいでいったものと考えられる。 

   2009年の市議会議員選挙では、庄原市全体での市議会議員選挙となり、定数は25と前回よりも

８議席削減された。当時の総領町の有権者数は1,415人であり、庄原市全体の4.1％に過ぎなかっ

た(30)。このため、単純計算で総領町から２名当選させることは困難であったものと予想され、

それまで２名いた議員から１名の立候補者に絞ったようだ。実際に、当選した中原氏の得票数は

1,040票であり、当選者の最低ラインが816票であったことから考えると(31)、１名に絞ったこと

は総領町から議員を出す作戦としては間違っていなかったといえる。このように、総領町から議

員を１名出せたものの、庄原市議会におけるシェアは４％と前回の任期よりも低下しており、こ

れまで以上に議員での活動が総領町にフィードバックされる可能性は低くなると考えられ、総領

町民の議員への信頼もさらに薄らいでいったものと考えられる。 

   2013年の市議会議員選挙では、さらに定数が削減され20となった。当時の総領町の有権者数は

1,279人であり、庄原市全体の3.9％と有権者数のシェアはさらに低下した。１議席獲得できた時

の議会全体におけるシェアは５％と前回より上昇している一方、有権者のシェアは低下している

状況にあるだけでなく、５節で述べたとおり住民からの信頼感を感じられないような状況にあっ

たため、当選が困難と判断し、立候補を見送ったものと考えられる。実際には、同選挙の当選の

最低ラインは880票であったため(32)、立候補すれば当選した可能性もあったが、町内の有権者数

の減少、１議席のシェアの増加（必要票数の増加）、町内住民や後援者等の反応による不安感か

ら立候補を断念したといえる。 

   以上のことから、合併前は地縁・血縁関係による選挙であったものが、合併して大規模になっ

て集票方法が変わっただけでなく、議会における議員の立ち位置も変化してきたことから、住民

と議員との関係も変化してきたものと考えられる。 

   その一方で、総領町民の議員や選挙に対する認識が、他地域と異なる点も指摘できる。表３に

おいて地区別の議会議員選挙の投票率の推移についてみると、合併前の２回の選挙の投票率につ

いて、総領町が都市部の庄原市を除くと最も低いことがわかる。しかも、総領町を除く他の地域

は、議員選挙と別の日程で首長選挙が行われている一方で、総領町では議員選挙と首長選挙は同

日に行われており、総領町は他の議員選挙だけで行われている町よりも投票率が上昇しやすい環

境にあり、議員選挙のみで実施した場合にはさらに低くなることが予想される。この傾向は、合

併後も同様の傾向であり、町部では総領町が最も低く、総領町から議員が立候補しなかった2013

年については旧庄原市よりも低い投票率となった。もちろん、総領町の70％を超える投票率は、

全国的に見れば高い部類に入るが、庄原市内でみると相対的に低い値を示しており、市内におい

て相対的に議員に対する認識が他地域に比べて低いことが垣間見られる。この理由については、

                                                                                           

(30) 庄原市選挙管理委員会資料。 

(31) 中国新聞2009年４月14日朝刊。 

(32) 庄原市選挙管理委員会資料。 
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＜表３＞ 庄原市内の地区別の議会議員選挙の投票率の推移 
 

 旧庄原市 旧総領町 旧西城町 旧東城町 旧口和町 旧高野町 旧比和町

合併前々回 87.92 91.63 不明 92.77 無投票 不明 94.15 

合併直前 82.74 88.89 91.05 90.77 91.47 無投票 90.65 

合併直後(選挙区)(2005年４月) 81.23 84.25 88.03 87.67 89.54 無投票 88.33 

合併後２回目（2009年４月） 81.11 80.71 86.53 85.26 88.29 89.60 87.41 

合併後３回目（2013年４月） 75.46 71.85 84.12 81.62 84.05 82.64 82.40 
 
注）合併前々回の選挙については、旧庄原市が1998年４月、旧東城町が1999年８月、旧総領町・西城町・口和

町・比和町が1999年４月に実施。合併直前の選挙については、旧庄原市が2002年４月、旧高野町が2002年10

月、旧東城町が2003年８月、旧総領町・西城町・口和町・比和町が2003年４月に実施。 

資料：庄原市選挙管理委員会へのアンケート調査 

 

  ヒアリングによると旧比婆郡と総領町が属する甲奴郡では政治・選挙に対する意識が大きく異

なっているという。旧比婆郡では、1987年の広島県議会選挙に端を発するＫＫ（亀井・木山）戦

争以降、政治的運動が活発な地域であるという。このため、議員に対する認識も比婆郡では特に

高いようだ。 

   以上、述べてきたように、総領町ではもともと議員に対する信頼度が低い上に、町在住の議員

が減少してきたことによる議員活動と町へのフィードバックのバランスが低下してきたこと、さ

らに自治振興区や副市長という本庁への要望を上げる手段としての議員の代替機能を確保したこ

とから、地元の議員がいなくなった影響はほとんどないものと考えられる。 

 

(８) 議員が選出されている比和町との比較 

   これまで、総領町で地元議員がいなくなった背景とその影響について述べてきたが、庄原市内

には総領町と同様の人口規模にもかかわらず地元議員が存在する町として比和町がある。比和町

は、2010年の国勢調査による人口では1,591人であり、総領町の1,592人とほとんど変わらない。

2013年の市議会議員選挙時の有権者数でも比和町は1,415人であり、総領町の1,279人と大きな差

は見られない(33)。しかしながら、比和町では2005年の選挙区選挙では２名、2009年の選挙では

１名、2013年の選挙でも１名が当選している。そこで、比和町の事例を考察することで、総領町

との比較をする。 

   現在、比和町在住の議員として選出されているのは垣内秀孝氏である。垣内氏は、2000年から

比和町議会議員を務めており、比和町議員として１期、庄原市議会議員として３期目を迎えてい

る。垣内氏は町議会議員に立候補する前は、比和町職員として勤務しており、町の発展に貢献す

るために議員に立候補した。合併後の2005年の市議会議員選挙では、選挙区選挙として比和町の

定数は２であり、そこに４名が立候補した(34)。立候補者の住所は、町の中心部である比和から

２名、北部の森脇から１名、東部の三河内から１名であり、前職は町長、議長、議員２名という

かたちであった。元議員の垣内氏と元町長が当選した。居住地としては、中心部の比和の２名の

票が割れたせいか、周辺部の森脇（垣内氏）と三河内（元町長）の２名が当選した。総領町のよ

うに、知名度が影響したと考えると、元町長と元議長が当選するのが妥当であることから、やは

                                                                                           

(33) 庄原市選挙管理委員会資料。 

(34) 中国新聞2005年４月11日朝刊。 
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り地域の中で票が割れたと考えるのが妥当であろう。実際に、垣内氏の後援会長は地縁関係者で

あり、得票も地縁・血縁票であると考えていた。 

   2009年の市議会議員選挙では、元町長は立候補せず、垣内氏のみが立候補し全体の４位

（1,313票）で当選した(35)。この時の比和町の有権者数は1,517人であることから、多くの比和

町民が投票したものと考えられる。この時は、比和町だけでなく庄原市全体で選挙活動を行った

ものの、垣内氏の感触としては比和町中心の集票と考えていた。 

   2013年の市議会議員選挙でも垣内氏のみ立候補し、10位（1,152票）で当選した。この時垣内

氏は70才であり、かなり高齢といえるが、責任感から立候補したという。また、この時の比和町

の有権者数が1,415人であることから、多くの比和町民が投票しているものと考えられる。しか

し、同選挙では有権者1,875人の口和町から新人（五島氏）がトップ当選（1,732票）しており、

同町からもう１名当選していることを考えると、五島氏は庄原市全域から集票していると考えら

れるため、比和町からも票が流れているものと考えられる。 

   このように、比和町民は垣内氏を比和町の代表として投票・選出していると考えられ、垣内氏

自身もそれを感じている。しかし、垣内氏によると町議会議員から市議会議員になって、議会期

間以外でも情報収集等で本庁地域に行くことが多くなり、比和町にいる時間はかなり減少してい

るといい、町民から道路や農業水路の改修、草刈などの要望はあるものの、なかなか対応できず

市民サービスが低下していると感じているという。その一方で、もともと町役場で勤務していた

ことが影響し、市議会議員となって、比和町の地域代表としてよりも、庄原市全体を考えて業務

を行うことが多くなったという。このように、議員は選出されているものの、議員と住民の意識

のギャップが明らかとなった。 

   前述のように総領町では、議員がいないことからその代替機能として自治振興区が機能してい

た。しかし比和町では、自治振興区がほとんど機能していないという。実際に、自治振興区が１

町１区となっている比和自治振興区と総領自治振興区の自治振興区活動促進補助金の件数を図６

でみると、合併後11年間で総領が14件であるのに対し、比和では７件と２倍となっている。その

上、比和自治振興区では2013年の３件が全体の半数となっており、継続的に事業が実施できてい 

 

＜図６＞ 総領自治振興区と比和自治振興区の自治振興区活動促進補助金の件数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庄原市自治振興区資料 

                                                                                           

(35) 庄原市選挙管理委員会資料。 
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  るわけではない。自治振興区活動促進補助金は、自治振興区振興交付金のように定期的に交付さ

れるものではなく、地域振興計画に位置付けながら、各自治振興区から申請されたものから交付

されるため、各自治振興区の活動のバロメーターともなる。つまり、比和町では自治振興区が総

領町ほど活発とはいえず、本庁へ要望を上げるルートとしては機能してないといえる。 

   以上のことから、合併前は道路や農業水路の改修、草刈などの地域の課題は議員のほか直接町

役場に要望を出すことが多く、合併後は支所に通すことが多かった。しかし、合併後については

支所では500万円以上の決裁権がないことから、本庁に伺いを立てるのだが、その際に財政的に

難しい旨の回答を得ることが多く、住民のあきらめ感が漂っているという。つまり比和町では、

住民の行政や議会への依存体質構造がみられ、合併後に比和町における行政や議員の役割が低下

したことにより、地域全体で閉塞感が漂っているものと考えられる。この状況は、議員がいなく

なった総領町とは対照的であり、比和町から見ても総領町は活気があるように見えるとのことで

ある。 

 

おわりに 

 庄原市総領町では、2013年４月以降、同町在住の議員がいない状況になっている。これは、この時

の市議会議員選挙直前にそれまでの議員が立候補を断念したことにより、他の候補者を立てられな

かったことが要因である。しかし、この時点で庄原市議会での総領町の議員のシェアの低さや政策的

効果の小ささから、すでに住民の中での地元議員の必要性の低さがヒアリングから明らかとなった。

逆に言えば、このような住民意識からそれまでの議員は当選可能性が低いと判断し、立候補を断念し

たともいえる。 

 また、2013年４月以降に議員がいなくなった影響はほとんどないという住民がほとんどであり、総

領町における議員の必要性の低さも明らかになった。これは、総領町の地域的課題や要望を本庁に伝

達する議員の代替機能としての自治振興区や副市長の存在が大きいことが理由である。庄原市では、

合併後に広大な面積となったことから地域の自治組織として自治振興区を設置し、多額の交付金・補

助金を支給している。一方で、総領町は合併以前から自治振興区を設置し、活動自体も住民を主体と

しながら活発である。また、副市長の存在も重要ではあるが、このルートは長期的な視点で見れば不

安定要素であり、自治振興区の活性化は必須であるといえる。このような状況は、合併によって地域

の政治代表（町長、議員）が消滅ないし減少してきている中で、地域を守るための自治的機能として

生まれ、発展してきたものといえる。 

 総領町の状況は、同様の人口規模にもかかわらず地元議員が存在する比和町とは対照的である。比

和町では、議員を輩出できてはいるものの、住民の行政や議員への依存体質が依然色濃く、合併後に

周辺部になったことにより、住民の要望が通らないなどあきらめ感が漂っており、自治振興区の活動

も活発化していない。 

 このように、合併後に周辺部になった地域においては、地域の政治代表（町長、議員）の消滅ない

し減少によって、地域の政治代表による政策反映は困難な状況になっており、地域の課題は住民によ

る自治機能で解決することが最も効率的であるといえる。その意味では、庄原市が自治振興区振興交

付金や活動促進補助金などによる自治振興区への財政的支援を行っていることは意義が大きいといえ

る。この背景としては、庄原市が広域であることから自治体内分権を推進していることが挙げられる。

さらに、本庁がある旧庄原市と周辺部の旧町部との人口比が49：51と拮抗しており（表１）、周辺部
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への政策的配慮が合併直後から重要視されたことも考えられる。 

 以上で述べてきた庄原市総領町の事例を踏まえ、市町村議員の今後担うべき役割を考えたい。これ

までのように、各地域からの政治代表として、各地域の意見を吸い上げて政策反映をしていくという

役割の議員では、人口が集中している中心部からの選出が多くなり周辺部の意見が反映されないとい

うような状況となる。やはり、市町村議会というのは、市町村全体を一体的に見ながら政策を考える

必要があり、住民が政策で判断できる選挙が望ましいと考える。実際に2013年の市議会議員選挙では、

有権者数1,875人の口和町から２名（1,732票、1,224票）が当選しており、五島氏はトップ当選を果

たしている。この五島氏については庄原市全域から得票している可能性が高く、住民へのヒアリング

によると30歳と若く将来性があるうえ、全市的に選挙運動を活発に行っていたとのことであり、市民

の期待感から当選したものと考えられる。同議員は１期目であることから、活動成果は次回選挙によ

り住民が判断していくことになる。このように、市町村全域を視野に入れた活動ができる議員が望ま

しいといえる。 

 しかし、庄原市のように広域な自治体では、議員一人で全市の情報を把握することは困難といえる。

そのような意味では、各地域の代表として地域の課題を集約する役割の議員も数名は必要である。実

際に、総領町でも地域のために活動をしてくれる議員であれば必要とする住民も多く、次回選挙では

総領町から議員を擁立する動きもあるようだ。このように、市町村議会の構成において全域的な政策

に取り組める議員と地域代表として地域の課題を集約できる議員の双方が必要であり、地域の代表議

員については情報収集という観点から、選挙区選挙による各地域の人口だけでなく面積を考慮した定

数の設定も必要ではないかと考える。 

 一方で、周辺地域の立場から考えた際には、地域代表としての議員がいるからといって地域の課題

解決について議員に依存することは、政策反映の可能性から見ると脆弱である。このため、住民によ

る自治活動と議員による議会を通じた政策反映という双方の連携が重要になるものと考える。 

（はたけやま てるお 鳴門教育大学准教授） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【調査概要】 

 2015年７月３～６日にかけて、庄原市での現地調査を実施した。具体的には、庄原市役所および総領支所、

総領自治振興局のほか、合併協議に関わっていた総領町の関係者へヒアリング調査をした。また、総領町と同

様の人口規模にもかかわらず、地元議員が存在する比和町在住の議員にもヒアリング調査を実施した。具体的

な調査日程・内容は以下の通りである。 
 

７月３日（金） 
庄原市役所企画課（合併経緯、地域審議会・自治振興区、新市まちづくり計画など） 

庄原市役所総領支所（合併前後の変化、議員がいなくなった影響、独自施策など） 

総領自治振興局（合併前後の変化、議員がいなくなった影響、独自施策など） 

７月４日（土） 
垣内秀孝氏（庄原市議会議員・比和町在住）（支持母体、地域代表の意識など） 

総領自治振興局主催の地域行事の視察 

庄原市図書館にて資料収集 

７月５日（日） 庄原市内周辺部（東城町、高野町、口和町、西城町）の視察 

７月６日（月） 

山地康生氏（前総領町長）（合併経緯、政治代表非輩出要因、合併前後の変化など） 

秋山和子氏（前合併協議委員・女性代表）（合併経緯、合併前後の変化など） 

小島由佳利氏（前地域審議会委員）（自治振興区、議員がいなくなった影響など） 

総領町内の視察 
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