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はじめに 

 地方自治総合研究所の「平成合併の検証に関する研究会」では、平成合併期に合併した市町村にお

ける政治代表および役場組織の変化について客観的なデータを収集・保存する目的で下記の通り郵送

による調査を行った。 

 平成合併期（1999年４月から2010年３月末まで）のピークとなった2003年ないし2005年から10年に

なるのを機に、合併後の地域の姿について合併の影響を検証する試みが各地で進められている(１)。

しかし一方で、この間市町村は合併以外にも様々な社会的・政策的影響を受けており、地域の変化が

そのまま市町村合併の影響によるものであると単純に結論づけることはできないことが検証を困難に

している。その点に留意しながら、本稿は、全体的な傾向についてはなるべく合併・非合併による比

較を行うこととした。また、明らかに合併による変化についての分析についても、第一に、横並びの

年号ではなく、各地域の合併時点からの時間経過を分析軸としている点、第二に、合併前の旧市町村

を分析単位としている点に特徴がある。このような検証を通して、合併した自治体のうち影響に濃淡

の現れる条件を検出し、実態を客観的に明らかにすることを試みたものである。 

 なお、調査票については本報告書末尾に添付した通りである。 

 調査実施 

  送付：2014年７月１日付け 

  締切：2014年７月31日に設定 ８月１日付けで未回収自治体へ催促を実施、９月中旬まで受付 

 対  象 

  1999年４月１日以降に合併した589市町村の選挙管理委員会（調査①） 

  1999年４月１日以降に合併した589市町村の人事課（調査②） 

  1999年４月１日以降合併していない1,128市町村（特別区を除く）の人事課（調査②’） 

 回  収（回収率） 

  調査① 516（87.61％） 

  調査② 404（68.60％） 組織図等 186（31.58％） 

  調査②’638（56.56％）  

                                                                                           

(１) 合併の効果を検証するものとしては、総務省や全国町村会等を含め様々な団体が早期に実施してきたが、愛媛

県、熊本県などの県庁は2014年度に合併のピークから10年経つことを契機として合併検証のための調査を実施し

ている。合併後10年という節目で調査を実施した県単位のものとしては、これにやや先んじる形で兵庫県が2012

年度に調査を実施している。全国規模の調査を実施したものとしては後藤・安田記念東京都市研究所研究室『平

成の市町村合併 ― その影響に関する総合的研究 ― 』（2013年）など民間団体によるものもある。 
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(１) 合併・非合併間の差異 

  ① 小規模自治体のみ合併・非合併で明確に差が出る 

    アンケートの分析に先立ち、平成合併前の全市町村単位で見た場合に合併・非合併で投票率

にどのような傾向が現れているのか、平成合併期の動きに注目しながら検証してみたい。 

    図表１－１は、首長選挙を旧市町村単位で規模別(２)に見た場合、合併・非合併で投票率の

推移がどのように異なるのかを表したものである(３)。 

    合併・非合併で平均投票率の推移を見比べた場合、中規模ないし特大規模の自治体において

は、年ごとの浮き沈みや合併・非合併自治体間の元来の投票率の差もあり、このグラフだけで

は特段の傾向が見いだせるわけではないが、唯一、人口１万人未満の小規模自治体では、合併

自治体と非合併自治体との間で投票率に差が出てきていることが分かる。小規模自治体は、

1995年時点では投票率の差はほぼ無かったものが、2000年ごろから徐々に乖離しはじめている。

平成合併がピークを迎える2005年ごろからは合併自治体の投票率下落が大きくなり、2006年ご

ろからの投票率の差は10％pt強を維持している。個別の選挙の争点やその他様々な地域課題が

問われる首長選挙の投票率を大ぐくりに規模別に平均化しているため、ある程度の誤差・ノイ

ズが入っていることは否めないにせよ、平成合併期に小規模町村に現れたこの変化は、合併と

の関連性を疑わせる。 

    それを裏づけるように、議会選挙について、同様に年ごとの投票率を人口規模別に見た場合

でもこの傾向は顕著である。図表１－２は議会選挙の投票率は首長選挙と比較してぶれ幅がそ

れほど大きくないので分かりやすいが、小規模自治体においては首長選挙と同様に2006年ごろ

から５％ptほどの差が出はじめ、2014年現在ではその差は10％ptへ広がっている(４)。議会選

挙では、首長選挙と比べると、投票率の差が拡大傾向にあるようにも見える。小規模町村にお

いては、合併によって投票率全般が引き下げられる効果が存在することを疑わせるものである。 

    首長選挙、議会選挙のいずれにおいても小規模団体において起こる合併・非合併間の投票率

の乖離は、いかなるメカニズムによって引き起こされることなのか、本当に合併の影響による

ものなのかといった点が本調査の焦点となる。地域では合併によって議員との関係の結び方に 

   は必然的に変革が起こっており、そのことの影響については地域をつぶさに観察し、検証して

いかねばならない(５)。 

                                                                                           
(２) 2005年国勢調査人口に従い次の通りの人口規模で分類した。小＝人口１万人未満、中＝１万～５万人、大＝５

万～20万人、特大＝20万人以上のうち政令市を除く。 

(３) 非合併市町村については市町村全体の投票率を、合併自治体ではアンケート結果を元に合併前の旧市町村単位

で算出した。グラフでは、平成合併がはじまる1995年からその年に実施された首長選挙の投票率の平均値をとっ

ている。自治体の選挙、特に首長選挙はその時々の選挙の理由や争点によって投票率が大きく増減することもて

つだい、各規模の市町村の投票率には元来ばらつきがある。また、統一自治体選挙として首長選挙と議会選挙が

同時に執行される場合、２つの選挙は投票率がほぼ同一になるため、首長選挙の投票率は議会議員選挙の投票率

によって引き上げられることになる。支持している議員が立候補する議会議員選挙に投票にいったついでに首長

選挙に投票する、という投票行動が見られるため、元々平均的に首長選挙よりも投票率の高い議会議員選挙に

引っ張られる形で首長選挙の投票率が高まる。一方で大都市部においては議会議員選挙の方が首長選挙に引っ張

られて高くなる傾向がある。いずれにせよ、同日選挙は２つの投票率を近似させ、かつ高める効果がある。非合

併自治体においては統一自治体選挙のあった1995年、1999年、2003年、2007年、2011年の投票率が他の年よりも

高くなる傾向が見られるのはそのためである。合併自治体では統一地方選挙の年に実施される場合でも同日にな

らない場合が多いため、投票率の定期的な上昇は強くない。 

(４) 非合併自治体の2014年の値は４月末までに実施された選挙分しか含まないため、それ以前とは同一の傾向を示

さない。 

(５) 本研究会のヒアリング調査ではこういった点についての検証も試みている。各地域における実態については各

論を参照のこと。 
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＜図表１－１＞ 人口規模別投票率の推移（首長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表１－２＞ 人口規模別投票率の推移（議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 生活圏が独立した自治体は合併したところの方が投票率が下がっていく 

    図表１－３および図表１－４は、生活圏のタイプ(６)別に、合併・非合併で投票率の推移を

表したものである(７)。 

    生活圏のタイプが、拠点タイプ（昼夜間人口比率１以上）か、非拠点タイプ（昼夜間人口比

率１未満のうち生活圏独立タイプを除く地域）かの分類では、投票率に顕著な差は見られない 

                                                                                           

(６) 2000年国勢調査のデータを用いて分類した。 

(７) 合併市町村の場合は合併前の旧市町村別にそれぞれタイプ分けと投票率を算出している。 
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＜図表１－３＞ 生活圏タイプ別投票率の推移（首長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表１－４＞ 生活圏タイプ別投票率の推移（議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   一方、小規模の自治体グループである「生活圏独立」タイプ（いずれの市町村にも５％以上の

通勤率をもたない地域）は合併期以降、非合併に比べ合併地域では投票率が下がる傾向が見ら

れる。 

    生活圏独立タイプ以外の、拠点・非拠点タイプにおいては、合併・非合併による投票率の差

は見られない(８)。拠点・非拠点タイプで合併した地域は元々投票率の高い地域だったものと

                                                                                           

(８) ４年周期の波形を形成しているため、そもそもタイプによる分類時に執行年度ごとに投票率が偏ったものと考

えられる。 
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見られ、合併自治体は非合併自治体よりも一貫して投票率が高い。ただし合併自治体側の投票

率の落ち込みが大きいために、近年この差は縮小しており、2010年代に入ると合併・非合併に

よる差はほとんど見られなくなっている。 

    これらの特徴については議会選挙においても首長選挙と同様である。 

  ③ 旧自治体の外形による投票率への影響の違い 

    ここまで、小規模な自治体、他市町村とまたがった生活圏を形成していない自治体など合併

後に「周辺」化しやすい地域においては、合併期以降、合併自治体は非合併自治体と比べて投

票率に差が出やすい傾向があることを確認した。では、こういった差は、合併が原因となって

現れたといえるのか、それとも当該地域においては合併以前から続いていた傾向といえるのか。

合併時点を基準点として、今回実施した調査結果から確認していこう。 

    図表１－５から図表１－10は旧自治体の規模別、旧役場の新自治体における位置づけ別(９)、

生活圏分類別に見た合併自治体の投票率の変化である(10)。 

    特に首長選挙では顕著だが、投票率は規模と反比例する傾向があり、小規模であるほど高く、

規模が大きくなるにつれて低くなっていく。これは合併前も後も同じだが、図表から、小規模

であるほど投票率の低下スピードが速く、合併前と比べて合併３回目における投票率の差は縮

まっていることが指摘できるだろう。合わせて庁舎種別で見た場合、本庁舎が、生活圏分類で

は拠点地域が大規模地域と似た傾向を示しており、また庁舎種別で見た支所、生活圏分類別で

見た生活圏独立地域が小規模地域と似た傾向を示している。本庁舎と支所、拠点と生活圏独立

の間は、いずれも元々投票率が高い地域の方が合併後の首長選挙投票率低下が著しく、投票率

の差が縮まっている。 

    一方で、議会選挙においてはそのような関係は見られず、元々投票率が高い小規模・支所・

生活圏独立地域も、反対に投票率が元々低い大規模（特大規模を除く）・本庁・拠点地域も、

同じような傾きで投票率が下がっている。つまり、合併２回前から合併後３回目までの５回の

選挙の前後で投票率の絶対値の差が不変である。投票率の減少割合から見た場合、小規模・支

所・生活圏独立よりも大規模・本庁・拠点タイプの方が大きくなるという傾向が見られる。 

    図表からもう１つ指摘すべき点は、合併前後では、議会選挙の投票率が低下していく割合に

ついては変化がなく、ほぼ一直線に低下しているという点である。先に見た通り、小規模自治

体のみは合併・非合併によって低下スピードに差が出ていたが、単純に合併直前と直後とをグ

ラフ化しただけでは合併による「加減」効果は見いだすことはできない。 

    ここで検証したなかで、合併前後の投票率について唯一合併による顕著な差が現れたのは、

首長選挙の生活圏分類による比較である（図表１－10）。拠点タイプは、生活圏独立タイプや

非拠点タイプと比べて投票率が元々低く、また合併後の減少も緩やかである点は規模や庁舎別

に見た特徴と一致している。ただ、首長選挙では生活圏独立タイプのみは、合併前後での投票 

                                                                                           

(９) 2011年末現在の住所および自治体ウェブサイトにおける組織図から畠山輝雄調べ。支所には総合支所、出張所

を含む。詳しくは畠山輝雄（2013）「合併後の市町村における周辺部の過疎化の検証」『地理誌叢』54巻２号

pp.16-25を参照。 

(10) そもそも自治体の規模と庁舎のタイプおよび生活圏のタイプの間には相関性があるものなので、それぞれの変

数独立での投票率に対する影響の程度を測るには注意が必要である（いわゆる多重共線性問題）。ただ、本研究

会はあくまでもそれぞれの地域事情に応じた実地調査に重点を置くため、本稿は合併の効果について全国的な傾

向を仮説的に見いだすにとどめ、より高度な統計分析については別に譲ることにする。 
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＜図表１－５＞ 人口規模別投票率の変化(議会) ＜図表１－６＞ 人口規模別投票率の変化(首長) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜図表１－７＞ 庁舎種別投票率の変化(議会)  ＜図表１－８＞ 庁舎種別投票率の変化(首長) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表１－９＞ 生活圏分類別投票率の変化(議会) ＜図表１－10＞ 生活圏分類別投票率の変化(首長) 
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   率の変化率が他の時期と比べて速くなっている様子である。ただし、この差異も議会選挙の投

票率からは見いだせず、首長選挙特有のものにすぎない。 

    以上を踏まえ勘案するに、合併前の小規模団体において首長が身近な存在である一方で、合

併後にはその存在が遠くなり、または中心地域との力関係の上で自らの地域から選出すること

が困難であることが明確化する、といったことが投票率の低下に結びついているのではないか

と考えられる。とりわけ生活圏独立タイプの地域ではこれが顕著に現れて、一種の諦め感が地

域を覆っているのではないか、という推測ができよう。 

    一方、大規模・拠点地域については小規模・支所・生活圏独立地域とは対照的な動き方をし

ていて、合併後１回目のみは投票率が微妙に上向きに変化している点は興味深い。合併によっ

て、大規模・拠点地域では普段選挙に無関心な層が関心をもつ傾向が現れているのだろうか。 

    合併２回前から継続的に観察することによって分かったことは、首長選挙と議会選挙におい

ては逆の傾向が現れる場合もあるということである。首長選挙では大規模・拠点タイプといっ

た合併後の「中心」地域と、小規模・生活圏独立タイプといった合併後の「周辺」地域との間

で投票率の差が縮小している一方で、議会選挙ではむしろ「周辺」地域と位置づけられやすい

地域の方が投票率低下圧力への抵抗力があるような傾向が見いだされた。 

    次の項では、こういった全体的な傾向についてもう少し掘り下げるために、合併自治体の内

部において現れる差異について、議員の変化や職員機構の変化等にも注目しながら分析を進め

ていくことにする。 

 

(２) 合併自治体内の差異 

  ① 議員削減には偏りがある 

    図表２－１に示したとおり議員数削減の動きは少なくとも1980年以降続いているが、平成合

併期は自治体数の減少によりこれが一気に進んだ。さらに平成合併が一段落した以降も合併期

前からの趨勢に変化はないばかりか、対前年削減率は合併期前よりも高い水準で推移している。 

 

＜図表２－１＞ 市区町村議員総数の推移 
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    平成合併期の議員削減は自治体間に均等に現れたわけではない。合併した市町村においては、

新自治体内の１票の較差是正の観点から、特に相対的に小規模であるほど議員は減らされる。

こうして議員１人あたり有権者数は急激に上昇することになる。議員数削減の偏りは、地域の

政治構造および有権者の投票行動にどのような変化をもたらすのだろうか。 

   1) 規模による差 

     新自治体議会の議員について、合併後の旧自治体単位での議員(11)数の推移を見た場合、

合併後、前回選挙と比べて旧小規模（１万人未満）自治体では合併前に平均13.06人だった

議員数は合併後１回目で4.00人へ大幅に減少しているのに対して、特大規模（20万人以上）

自治体は38.53人が36.16人へと小幅に減少したにすぎない。 

     図表２－２は、旧自治体の規模別に議会選挙における立候補者数および当選者数が前回選

挙と比べてどのように変化したのかを表したものである。数値は１回前の立候補者数・当選

者数を100％とした場合の当該選挙における立候補者および当選者の増減を指数化している。 

     合併前は規模の大小にかかわらず立候補・当選者数には大きな変化はなかったものが、合

併により急激に変化している。その減少幅は旧自治体の規模が小さいほど激しい。旧小規模

市町村地域の議員数は合併前の３分の１に激減し、旧中規模（１万～５万人）市町村地域は

半減した一方で、旧大規模（５万～20万人）市町村地域は82.18％を維持している。自治体

規模と議員数は比例関係にあるため、合併後、旧小規模市町村地域は元々少なかった議員数

がさらに減り、元々多かった大規模市町村になるにつれて減少は小幅にとどまったものとい

える。 

     合併後２度目、３度目となると、議員数の前回比変動率については規模による差なく、同

程度の割合で減少している。その結果、合併後１回目で36.16人だった特大規模の自治体議

員は合併後２回目の選挙で33.60人へ減少した一方、小規模自治体では4.00人だったものが

3.13人へと減じている。このように合併前後で急激に議員が減少した地域においては、議員 

 

＜図表２－２＞ 旧自治体規模別当選・立候補者数前回比（合併・議会） 

 

  

                                                                                           

(11) 議員の所属地域については立候補の届け出時の住所から旧自治体単位に割り振った。 
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    の役割に大規模な変動が起きていることが容易に想像できよう。「おらが集落の議員さん」

が「旧村代表」的な存在になっているのではなかろうか。 

   2) 庁舎による差 

     合併後、旧市町村の本庁舎は何らかの形で新自治体の庁舎として位置づけられ、運用され

ていくことになる場合が多いが、それが新自治体の本庁舎となるのか、分庁舎となるのか、

支所や出張所になるのかによって、地域の議員数にどのような影響が及ぶのかには差異がある｡ 

     図表２－３は庁舎の種別に旧自治体単位で議員数の変化の推移を見たものである。先に見

た図表２－２と同じく前回比で今回選挙における立候補者数と当選者数がどのくらいの割合

に変化したのかを表している。本庁に比べて支所・分庁が設置された自治体では合併後最初

の選挙における議員数の減少が著しい。庁舎の種類は当該庁舎の行政体制の規模を表す指標

となる。新自治体の支所として窓口業務を中心として少ない事務権限と職員配置状況となっ

た地域は、合併によって行政的に弱体化するとともに政治的にも弱体化しているものと見ら

れる。これについては後でもう少し詳しく検証する。 

 

＜図表２－３＞ 庁舎別当選・立候補者数の変化（合併・議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3) 生活圏による差 

     旧自治体の生活圏分類で議員数の増減を見ると、旧自治体が昼夜間人口比率１以上の拠点

タイプの場合と、それ以外の非拠点タイプおよび生活圏独立タイプとでは明確な差が出てい

る。図表２－４では非拠点タイプ、生活圏独立タイプではそれぞれ合併後１度目の選挙で議

員数が４割弱へ減少しているのに対して、拠点タイプでは２割減にとどまっている。政治代

表は合併地域の中心となったエリアへと集中する傾向があることを示している。 
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＜図表２－４＞ 旧自治体生活圏大分類別当選・立候補者数の変化（合併・議会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4) 選挙による淘汰 

     前記の図表２－２から図表２－４の３つのグラフで立候補者数について見た通り、選挙に

よる淘汰・変化は劇的で、合併後１回目の選挙でほぼ大勢は決している。制度上、定数特例

や在任特例などは存在するにせよ、その特例が消滅した後の１回目選挙で議員数は大幅に変

化し、２回目からは規模、庁舎、生活圏のいずれの面から見ても当選者の傾向が一致してい

る。立候補者数の推移は、その後を追いかけるような変化をした後に、２回目ごろにはいず

れの型でも一致した増減幅へと収斂していく。地域の立候補者と選挙人は、一度起きた変化

を取り戻すことはできないということを悟るのである。 

     地域の議員数を何とか人口比例の圧力から守ろうとする手立てとしては議員の在任特例や

定数特例といった合併特例法上の手段のほかに選挙区を設置する手段もある。前２者と違い、

選挙区の設置は公職選挙法上の一般制度であって合併後解消せねばならないような法的制約

がなく、その意味で時限性がない(12)。ただ、そうして地域の議員を守ろうとしたところで、

相対的少数には変わりはない。元々実数が少ない小規模自治体地域代表のさらなる減少は、

主たる活動地域の拡大と地域有権者の要望の多様化をもたらし、結果として議員の性質の本

質的変化をともなうことになる。さらに、特大規模の自治体に吸収された小規模自治体の

ケースでは、単に数の問題にとどまらず、政治文化のレベルでも異物として扱われることに

なる。政党制の浸透した特大規模自治体に対して、小規模自治体では政党に所属する議員は

少なく、より地域との結びつきに根ざした選挙が行われているような場合も多い（図表２－

５）が、これらが１つの議会のなかで同居することになるからである。 

  

                                                                                           

(12) ただし平成合併で設置された選挙区はその多くが解消されていっている。昭和の合併についても同様だったこ

とについては今井照・荒木田岳「市町村合併に伴う選挙区制度に関する研究」『自治総研』2003年４月号～５月

号。選挙区の設置は議員を守ることにはつながるが、投票率を引き下げやすく、そのため選挙区が解消された場

合に地域の議員を守るのは困難になる。選挙区設置と投票率の関係については拙稿「『平成の大合併』の効果と

しての投票率の低下」『自治総研』2009年６月号。 
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＜図表２－５＞ 合併自治体の1999年４月１日直近選挙における政党所属議員の議席占有率 

        （自治総研「自治体選挙台帳」より作成） 
 

 政党議席割合 

小  5.4％ 

中 12.4％ 

大 28.1％ 

 特 大(13) 49.5％ 

総 計 10.4％ 

 

  ② 議員数減少は投票棄権率を引き上げる 

    旧小規模自治体や支所設置地域、非拠点地域における議員１人あたり有権者数が平均３倍へ

激変したということは、当然、政治的有効性感覚（とりわけいわゆる有権者と議員との距離）

の減退効果をもたらすことにもつながるだろう。図表２－６は合併前後の議員数の変化の割合 

                          を説明変数に、投票率の変化の割合を従属 

   変数にとった場合の回帰分析の結果である。 

    投票率を規定するのは、ときの選挙の争点や候補者などの様子から直前にあった選挙からの

時間、その日の天候にいたるまで様々であり、地域の議員数の増減が投票率を規定する説明力

（Ｒ２）は当然きわめて低い。しかし、ｔ値やＰ値等の検定の値は95％水準で議員数の増減は

投票率に対して有意に相関していることを示している。さらにこの回帰分析を自治体規模ごと

に行ったところ図表２－７のようなＲ２、ｔ値、Ｐ値となり、小規模自治体のみが有意に相関

していた。規模の小さい自治体ほど、議員数が減れば、投票率もまた下がるという傾向がはっ

きり現れる。 

 

＜図表２－６＞  
 

回帰統計         

重相関Ｒ  0.0655        

重決定Ｒ２ 0.0043        

補 正Ｒ２ 0.0034        

標 準 誤 差 0.0772        

観 測 数  1,086        

 
分散分析表         

 
自由度 変 動 分 散 

観測され
た分散比

有意Ｆ 
   

回 帰     1 0.0278 0.0278 4.671 0.0309    

残 差 1,084 6.4554 0.0060      

合 計 1,085 6.4832       

 

 
係 数 標準誤差 ｔ Ｐ値 下限95％ 上限95％

下 限 
95.0％ 

上 限 
95.0％ 

切 片 0.9339 0.0033 282.89    0 0.9274 0.9404 0.9274 0.9404 

投票率変化 0.0110 0.0051 2.1612 0.0309 0.0010 0.0210 0.0010 0.0210 

                                                                                           

(13) 政令市を含まない。 

合併後最初の選挙における当該旧市町村議員数 

合併直前の選挙時の旧自治体議員数
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＜図表２－７＞  
 

 補正Ｒ２ ｔ値 Ｐ値 

小 規 模（  ～１万) 0.007 2.251 0.025 

中 規 模（１～５万) 0.003 1.530 0.127 

大 規 模（５～20万) －0.013   0.050 0.960 

特大規模（20万以上) －0.032   －0.619   0.543 

 

    庁舎種別、生活圏タイプ別に投票率の下落割合（前回より下がった地域の割合）を見ると、

庁舎種別では支所の場合に合併後初回の選挙で投票率が下がる割合が目立って高く、生活圏タ

イプ別では拠点地域のみ合併後初回の選挙で投票率が下がる割合が低かった（ただしこれらの

変数を用いた多元配置分散分析では、グループ間の差異は誤差によるものと判定される(14)）。

いずれのケースも、合併後２回目、３回目となるにつれて、その差は小さくなっていって、３

回目ではほぼどの地域でも横並びとなる。 

    ここまで見てきたいずれの分析でも、議員数が減る人口規模が小さい地域では投票率が下が

りやすいという仮説を支持する結果となっている。そして合併後選挙を重ねるにつれて参加の

意識は低下し、格差は固定化されていった。 

  ③ 政治代表の変質は投票の性質を変化させる 

   1) １票の重み 

     平成の大合併においては、従来から任意で設けることができた選挙区制度に加え、合併特

例法の規定によるいわゆる選挙区特例（21条１項）によって合併後最初の選挙では合併前の

地域を選挙区として議員選挙を行うことができる規定が設けられ、合併した多くの小規模自

治体では当該選挙区特例を利用することとなった。このこともてつだって、１票の重みから

見た場合、旧小規模市町村は「過大」代表となりがちである。 

     図表２－８は、旧市町村の新市町村における人口の割合と旧市町村単位での議席占有率と 

 

＜図表２－８＞ 人口割合に対する議席占有率の特化係数の推移 

  

                                                                                           
(14) 自治体選挙の投票率は個別の地域・個別の選挙間の差が大きく、それに対して投票率を規定する個々の要因は

あまりに多様であるため、説明力がきわめて乏しい。したがって誤差が大きく出る傾向があり、分散分析等の多

変量解析の手段にはなじみづらい。結局のところ、分析にあたっては、個別の事例について、現地調査等を実施

することによって歴史的文脈等を含む広範な知見を用いる方法論が適している。 
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    を比較した係数（特化係数。この場合は「１票の重み」と言い換えることもできる）の推移

である。グラフに見られる通り、小規模（人口１万人未満）および中規模（１万人以上５万

人未満）については特化係数が１以上となっており、大規模や特大規模に比べて人口の占め

る割合に対する議席占有率は高い傾向にある。一方で、小規模町村のみについては、合併後

２回目、３回目と選挙の回を経るにつれて、その議席占有率が低下し、「過大」代表が解消

に向かうことが分かる。合併後最初の選挙において1.62あった小規模町村の特化係数は、３

回目には1.30まで軽くなっている。選挙区特例が合併後初回の選挙のみに適用されるもので

あることが影響しているものと考えられるが、小規模自治体のみ合併後３回目に向けても引

きつづき特化係数を減じることは注目すべきであろう。 

     一方で、行革の１つとして進められる議員定数(15)削減の影響を受けやすいのはどのよう

な地域なのかを見た結果は、「過大」代表の解消傾向と比較すると興味深い。 

     図表２－９は、合併後の新自治体が議員定数を減らしたときに、どの旧自治体の議員数が

減ったのかを規模別に見たものである。値は旧自治体ごとの当選者数を前回選挙と比較した

差を全体の定数削減数で除した値について旧自治体規模ごとに平均化することで得られた値

で､議員定数を１減らすごとに何人の議員が減るのかを旧自治体ごとに規模別に算出した(16)｡

値が大きいほど議員定数削減の影響を受けて当該地域選出の議員数が減りやすいことを意味

する。 

     この値からは、議員定数が削減された場合には、より規模が大きい旧自治体であるほどよ

り議員数を減らしやすいことが示されている。地域ごとの議員数は、地域の規模に比例する。

元々多い議員を輩出している地域ほど、定数が１減ることへの抵抗力が弱いものと考えられ、

逆に小規模自治体であるほどに現在いる議員数が少ないが故にこれを守ることができるもの

といえる。また、議員数がゼロになってしまった地域においてはそれ以上減る余地がないた 

 

＜図表２－９＞ 議員数削減効果 

 

 

  

                                                                                           
(15) 議員定数といった場合、正確には条例で定められた定数を指すが、ここでは計算の便宜のため議員総数の実数

のことを議員定数と呼んでいる。したがって定数に満たない議員数の自治体である場合は誤差が生じ得るが大勢

には影響しないものと考える。 

(16) 前回比での議員総数の変化を追いかける便宜上、複数回にわたって合併した市町村については対象から外した。 
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    め、このように平均化した値の上では影響を受けないことになる点や、また定数を削減する

ことによって議員を輩出できなくなるような規模の旧自治体がある場合には、議会もそう

いった事情を勘案してそもそも議員定数削減を抑制する傾向があるのではないかといった推

測が可能であろう。 

     小規模団体における「過大」代表の解消傾向と考え合わせると、選挙区を設ける等して維

持してきた最後の１人・２人となった地域の議員は、議員定数削減とは必ずしも関係なく、

静かに地域から失われていっているものといえる。こうして旧自治体の住民の声を届ける回

路が１つ失われる。合併による政治改革は、合併後に新市の全体意思の下に進められるとい

うより、合併それ自体によって「周辺」部が安楽死する方向で措置されたことになるといえ

よう。 

   2) 政治代表の保存と選挙区 

     もちろん小規模自治体のみ特化係数を減じていることは、政策的なものなのか、それとも

小規模自治体が議員を当選させる力を失った結果なのかは市町村により異なるだろう。それ

にしても、議員を輩出するだけの人口をもたない自治体が合併した場合、その地区の政治代

表をどうするのかについては、地域の特殊性を考慮する必要がある。 

     一般に、国政選挙においては１票の較差は望ましくなく、平等権の観点から限りなく１人

１票を求める必要があるとされる。しかし、合併自治体について見た場合、この重みづけに

は域内の平等のために正当化すべき理由がある。合併自治体で、とりわけ議員を新市に選出

できない危険性がある地域について選挙区を設けることは、基本的に地域代表を存置するた

めの政策的な重みづけ、すなわちかつての市町村という自治の単位を尊重することにある。

新市の一体性を醸成するという観点から選挙区は撤廃されていくのが一般的ではあるが、議

員が全く失われることの意味を考えたとき、あえて存続させる自由も自治体には与えられて

いる。この重みづけを「１票の較差」だからと国政同様の価値判断から単純に切り捨てるこ

とはかえって地域間の不平等を生じることにもつながるのではないだろうか(17)。 

  ④ 首長の素性 

    さて、今回の調査では、首長選挙については、合併後にどのような前職の候補者が当選した

のかも聞いている。旧市町村を束ねることとなる首長だが、どのような元職がつとめることに

なるのか、合併前後でどのような変化があったのか、見てみよう。 

    図表２－10を見ると合併後最初の選挙で旧自治体の首長が新自治体の首長に就任した割合は

73.6％に及ぶ。合併旧市町村のいずれかの長が、他の旧市町村長をおさえて合併後も代表をつ

とめるものであることを如実に表している。ただ、合併２回目の選挙で現職（合併後初の選挙

での当選者）が再び選ばれるのは５割程度で、合併後初代の首長達はここで半数が引退もしく

は敗退している。この割合は、合併後３回目の選挙での再選率や１回目選挙における旧首長の

当選率と比較して20％ptほど低い。 

    首長の元職を比較するために、合併後２回目、３回目の選挙について、再選した首長の以前

の職をさかのぼって（１回目選挙時の前職を用いた）２回目、３回目の選挙で当選した人の前

職を分類すると図表２－11のようになる。合併後最初の選挙で73％だった旧市町村長は２回目

の選挙では全体の４割にまで減り、３回目には３割に減っている。特に合併２回目の選挙では、

                                                                                           

(17) 合併の結果生じた議員ゼロ地域に関する検証についてはヒアリング調査篇を参照のこと。 
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１回目と比べて旧市町村長の当選割合は半減している。これらの結果は、合併後の新自治体首

長は、初回でつとめを果たした後自ら引退するか、または施政を批判されて落選することに

なった割合が高かったことを物語っているといえる。ただし現職が立候補した上で破れたのか、

単に引退したのかについては今回の調査結果からは定かではない。 

    旧首長以外の前職の割合はどのように変化したのか。図表２－11から旧市町村長部分を差し

引いたのが図表２－12である。都道府県議の割合がやや減り、その代わりに市町村議と市町村

職員の割合が若干増えているものの、合併後の首長の元職は、旧市町村長以外の割合はほとん 

 

＜図表２－10＞ 合併後の首長の元職の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表２－11＞ 合併後の首長の元職の変化・再選者割り振り 
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＜図表２－12＞ 合併後の首長の元職の変化・再選者割り振り（旧市町村長を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ど変化がなかったということがいえる。旧市町村長以外では、多い順に、都道府県議会議員、

市町村職員（含・特別職）、市町村議会議員、都道府県職員となっており、合併後最初の首長

には都道府県議がやや多く就任していることは指摘できるが、各元職の比率はあまり変わって

いない。 

 

(３) 人事課宛調査 

   合併後、旧市町村の規模が小さく、生活圏の面からも中心ではなく役場庁舎も本庁としては利

用されていない「周辺」地域の議員数については、中心部と比べて著しく減少していることにつ

いては先に明らかにしたところである。そこで今度は行政組織の面での「周辺」化の実態につい

て数量的に見ていきたい。 

   今回の調査では旧自治体の本庁舎への職員配置状況について聞いている。その結果、合併後、

支所となった旧本庁舎、分庁舎となった旧本庁舎、新本庁舎となった旧本庁舎で比べると如実に

差が出ていることが明らかになった。合併時の機構改革の波は合併10年後までも続いているので

ある。図表３－１は庁舎の種別に、合併年度からの職員数の変化を表したグラフである。合併年

度（合併直前の４月１日）を基準時点として、その後の変化を見ると、支所とされた旧本庁舎の

職員数は減少の一途をたどり、合併10年後には合併前の４割程度の職員数となった一方で、本庁

舎の職員数は合併翌年に平均15％程度増えており、支所の職員の分を本庁舎が吸収したことが分

かる。ただし本庁舎の職員数が増やされるのは合併翌年までで、その後はその水準を維持したま

ま推移する。合併後の集中改革プランによって新自治体全体の職員数を圧縮する場合、本庁舎に

は手を付けずに支所の職員を削ることでこれに対応していることが露骨なほどよく分かる。支所

の職員数を削減しつづけることは本庁職員を維持することに寄与しているとも見える。 

   図表３－２のように、旧自治体の規模別に職員配置状況を見た場合も似たような傾向がある。

人口が元々大きかった自治体ほど合併前の職員数を維持している一方で、合併した旧小規模自治
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体の旧本庁舎に配置される職員数は全体として低くなっている。旧小規模町村ほど支所など簡易

な庁舎を置かれることとも関係して、合併10年後には合併前の半分にまで配置職員は減少してい

る。今回の調査では、旧自治体の本庁舎に合併後設置された支所について、既に廃止して、行政

機関としての役割を終えたという事例も報告された。旧小規模市町村および新自治体の支所と

なった旧市町村における職員減少傾向は現在も続いている。合併は、小規模市町村にとってはこ

の意味において「役所の撤退」を意味している。役場機構が縮小されることの住民サービスへの

影響については今後さらに検証していかねばならない。 

 

＜図表３－１＞ 庁舎種別正規職員数の変化（合併年度基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜図表３－２＞ 旧自治体規模別正規職員数の変化（合併年度基準） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査結果のまとめ 

 

 今回のアンケート調査において確認されたのは次のような傾向である。 

 まず人びとと代表との関係の変化である。小規模な自治体が合併した場合、中規模以上の自治体の
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場合と比べ、首長選挙および議会選挙のいずれにおいても、当該地域における投票率は、合併しな

かった同程度の規模の自治体と比べてより低下する傾向がある。合併した地域のみについて見ると、

元々規模が小さいほど高かった投票率は、合併後選挙を重ねるにつれて収斂していき、規模による差

は少なくなっていた。また、生活圏が他の地域とまたがっていない地域の場合、合併直後の首長選挙

の投票率の落差が大きく、自治体の代表を選出する選挙に対する参加の低下が起きていることが分

かった。 

 地域から選出される議員の数は、合併後「周辺」化した地域ほど合併によって大きく減少している。

一度失った議員数は合併後選挙を重ねても取り戻せるわけではなく、回を重ねるごとに立候補者数も

減少していく。地域から擁立される議員数の減少は、地域の投票棄権と相関している。代表との距離

が遠くなるにつれて参加からも遠ざかることになり、新市の施政に対する影響力が一層減衰すること

になっている。そうして地域の投票率が下がれば地域から輩出される議員数も減ることにも繋がると

いう負の循環に入っていくことになる。「周辺」地域の口は、自ずから閉じていく。 

 合併後最初の選挙で首長になるのは、多くは合併を決めた旧市町村長のうちの１人である。しかし

合併後２回目の選挙においてその半数は引退・落選している。このように合併によって地域から旧自

治体のリーダーが退場する政治改革が行われるのと同時に、旧役場本庁舎の職員数も減少している。

市町村合併とは行政改革でもある。昨今の行政改革圧力に真っ先にさらされるのは、支所や分庁舎な

ど本庁舎以外の職員配置である一方、自治体の職員総数が削減されていくなかにおいて、本庁舎の職

員数は支所等と比べ温存もしくは微増されてさえいる。今回の調査からは、合併自治体では、支所や

分庁舎の職員を減らしながら本庁舎に機能を集中していくという行革を行っている姿が浮かび上がっ

た。また、支所の職員数の削減は合併直後から起こるが、一過性のものではなく、合併後一貫して削

減され続けていた。ただし支所の撤退まで行われた例はまだごく限られている。 

 ところで、本研究会の実施した調査は、合併自治体の議員について、旧自治体の地域代表としての

色彩を強く帯びているものとの前提に立って行われた。機関としての議会を重視し、不透明な口利き

行為等を改めようとする議会改革の試みが各地で続けられるなかで、議員を単なる地域代表へと矮小

化して捉えることには違和感を覚える向きもあろう。それでも、市町村合併が自治体を単位とし、旧

自治体の議会を解体する一方で新たな自治体を構築し、そこへ代表を送り出す機会を確保しようとす

るものである以上、旧自治体議会の空白においてどのような政治代表や民意集約機能が形成されてい

くのか（いったのか）について光を当てないわけにはいかない。 

 本稿で分析したアンケート調査で現れてきた合併地域の姿は、政治・行政の露骨な中央集中型の地

域構造である。当然、ここまで見てきた調査結果はあくまでも全体的な傾向である上に、役場を中心

とした変化を計量的に見たにすぎない。したがってこれのみで合併後の個別の地域の状況について何

事かいえることにはならないものの、市町村合併という政策が政治・行政改革（新市にとっては選択

と集中、旧町村にとっては消滅）であるという事実を改めて確認できたことで、従来から指摘されて

きた小規模町村の「周辺」化による地域の荒廃の現実の一端には触れることができたといえる。 

 一方、平成合併により合併したばかりの地域は、合併しなかった自治体の中の一地域、もしくは昭

和の大合併等で消滅した旧村など自治体組織を失ってから時間が経過した地域とは異なり、旧自治体

の果たしてきた役割の代替的存在を必要としている。新市の資源に対するアクセスをどのように確保

しているのか。政治家や役場組織など、団体自治の基盤を失ったときに地域にどのような変化が起こ

るのかを検証するのが合併検証の次なるステップである。地域において議員に期待されてきた役割と、
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実際に行われている活動の現実、そして議員がいなくなったことによる地域社会の地殻変動について

検証しようとした試みについては本報告書の前半部分に記述された通りである。 

 今回の調査によって、合併した旧自治体のうち69の地域では新自治体議員がいない状態（議員ゼロ

地域と呼ぶ）になったことがあることが分かった（リストは第Ⅰ部総論６頁に掲載した）。単純に調

査の回収率で割り返すと、2014年末の段階で80弱の地域が議員ゼロ地域であったことになる。合併後

時間が経つにつれてこうした地域は増える傾向にあるため、2015年春の統一自治体選挙を経た現在、

その数はさらに増していることと考えられる。合併による影響は、自治体の代表機構と役場組織が大

きく変化した地域において最も顕著に表れるはずであるとの認識から、研究会では議員ゼロ地域に対

する現地調査を行うこととした。詳細については本報告書のヒアリング篇を参照していただきたいが、

平成合併に関する今回の調査全体を通じて、我々には合併によって失われた団体自治および議会とい

う機関の存在意義について向き合うべきときがきていることを確認させられたものといえる。明治、

昭和につづく第三の合併政策の影響を検証しようとする作業は、縮小する地方の今日の課題を浮き彫

りにするものである。この作業は今後も引きつづき求められる。 

（ほりうち たくみ 地方自治総合研究所研究員） 
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