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２０１９年度 土佐経済同友会 地方行財政改革委員会 

日時：平成３１年４月１日（月）11:30～14:50   

場所：関㈱本社 ２階会議室 

出席者：委員長 関浩明   牛田美香  岡村岳尚  三木英稔       オブザーバー：池内泰司（ 関㈱ 総務部 ） 

 

 

関浩明        本年度２回目の、地方行財税改革委員会、ご出席、ありがとうございます。元号も決まった中、色々

と変化の時でございまして、前回まで出席いただいてた、「みずほ銀行」の武者支店長も転勤になり

まして、東京の芝支店の支店長ということで、もう、高知を離れて、東京で引継ぎの最中と聞いてま

すし。ともあれ、また、新たに、「大泉産業」の三木君がメンバーに加わってくれましたので。 

どちらかというと、県外比率の高い、この委員会ですけど、今回は、県内の人間だけで協議というか

たちにあいなりましたので、ちょっと、情報共有らも含めながら、資料は、山ほどあるんですが、議

論を進めていきたいな、というように思います。 

               

              で、いわゆる、何をしようかという点については、前回の委員会で皆さんにお示ししました、まあ、

とにかく、新元号の大合併ということで、新元号「令和の大合併」ということになりますので、まあ、

とにかく、高知県内、各市町村、自治体の大合併をというようなことを、一つ、提言の方向性として、

これから、また進めて行くんですが、ちょっと、色々と、要は、前回もお伝えしましたとおり、市町

村合併についてというのは、合併特措法の関係で、２００５年がピークでしたと。 

とにかく、それを平成の大合併ということではあるんですが、それ以降の部分については、特措法

も満了したというようなことでもあり、一部、している市町村もあるようですが、まあ、基本的に

は、そこを一つの、として、そんなに、以降は、なってない。 

ただ、そんな中で、高知県を鑑みたときに、非常に、これまで学んできたように、「まち・ひと・し

ごと総合戦略」らを、中心にですね、人口減少に対して、まちの活力を上げるべく、色々な取組み

を、平成２６年からしてきてはいるんですけど、高知も、３４の市町村があって、なかなか効率的に

進まないということも見えておりますので、やはり、そう思うとですね、前回お伝えしたように、合

併というようなかたちで、何かしら、打破が必要かな、ということを思っているところです。 

 

実は、皆様にお渡しした資料の中に、「高知県市町村合併推進構想」、ずいぶん分厚い資料なんです

が、実は、これ、高知県が、2007年に立てた構想のようです。高知県で最後に合併があったのが、

2008年、平成 10年 1月 1日が最後なんですね。これは、高知市と春野町が合併した。これが高知県

内における最後の合併であるんですが、その、ほぼ、10か月前に、高知県としては、もっと、やっ

ぱり合併せんといかんだろうということで、この合併推進構想というものを作ったようです。結果

的に、以降、何も進んでませんから、結局、これ、構想だけで終わって、何も形にならなかったとい

うようなとらまえ方しかできないんですけど、これ、1ページ目開いていただいて、この文書の 1ペ

ージ目に、書いてることは正論でして、ちょっと読み上げますけど、「地域社会を維持していくため

に」ということで、 

「本県では、人口の減少や少子高齢化といった社会構造の変化が、全国に先行した早いスピードで

進んでいます。特に、中山間地域の集落では、過疎と高齢化が深刻な問題となっていて、社会生活を

維持することが困難になってきている状況もあります。 

また、多くの地域で田畑や山林の荒廃が進み、国土の保全や自然環境の保全といったことへの影響

が懸念されます。 

さらには、国・地方ともに巨額の財政赤字を抱える中、各自治体とも住民生活に欠かせない基本的

な行政サービスの維持にも四苦八苦する状況ですので、ましてや道路整備など新たな事業への投資

は困難になっています。 

都市と地方との地域間の格差が拡大している中で、国に対しては、地方の実態にきちんと目を向け、

それぞれの地域に合った取り組みが展開できますよう、引き続き働きかけていく必要があります。 



 

2 

しかし、その一方で、自分達の地域を守っていくためには、地域のことは地域で考え、私たちででき

ることは私たちで取り組むといった気概をもって、大きな社会構造の変化の波を乗り切っていかな

ければなりません。 

自分達の子供や孫の世代が安心して生活できるように、高知県の地域社会をどうやって維持してい

くのか、今こそ、新たな地域づくり・新しい「高知」を目指す必要があります。」 

というようなことが、前段で書かれています。これは、もっともな話でして、その後、「人口ピラミ

ッドの変化」だとか、財源の話だとか、有効求人倍率の話だとか、色んなことを書いているんです

が、最終的に、この時に、高知県が画策をしたものがですね、29 ページ目から、2 枚めくってもら

ったところに掲げている「高知県の市町村の状況」というようなことです。 

ですから、途中、スパッと飛ばしてますけど、高知県としては、左から読みますと、「幡多広域ブロ

ック」、「高幡広域ブロック」、「仁淀川流域ブロック」、「高知・嶺北ブロック」、「物部川流域ブロッ

ク」、「安芸広域ブロック」、みたいなかたちで、6つのブロックでというようなことが、構想として

あったようです。それを、なぜに、ということについては、その後、その理由らも含めて書かれてい

るかと思います。 

記憶によれば、尾崎知事が知事になったのが、2008年？ 

 

牛田美香       12年ぐらい前ですか、彼が知事になったのは。 

 

関浩明         得意な「ウィキペディア」によると、2007年 10月に財務省を退官して、2007年 11月 25日、高知

県知事選挙に出馬して当選した、ということですから、まあ、この直後ですね。この直後に、尾崎

県政が始まったということです。 

               ですから、その後の流れの中で、知事がどう考えているのかというのは、聴いたことがないので、

これは、同友会が、年に 1 回、知事との懇談会をやってますので、そこで、意見というか、お考え

を聴いてみるというようなことをしたいなと思っています。 

                

これが、市町村合併推進構想についてなんですが、続いて、資料がですね、この色付きの資料です。

たまたま、今週末、高知県議会選挙がありますんで。実は、前回お渡しをした、国勢調査の資料を、

ちょっと付け足すような形でまとめたのが、こちらの資料です。 

               高知県議会議員という方は、定数が 37名。で、その内訳が、高知市 15名、室戸市と安芸郡東洋町

とで 1名、安芸市、そして安芸郡芸西村で 1名、南国市で 2名、土佐市で 1名、須崎市で 1名、宿

毛市と幡多郡大月町と三原村で 2名、土佐清水で 1名、四万十町で 2名、香南市で 2名、香美市で

1名、安芸郡、奈半利、田野、北川村、馬路で 1名、長岡郡の本山町と大豊町で、土佐郡の土佐町と

大川村で 1名、で、吾川郡は、いの町、仁淀川村で 2名、高岡郡は、今回、東と西で分かれたよう

でして、東、佐川町、越知町、日高村で 1名、中土佐町、梼原町、津野町、四万十町で 2名、幡多

郡、黒潮町で 1名と、いうようなことであるようです。 

               議員 1人につき、というようなことでまとめておるんですが、平成 28年の推計の人口に基づいてと

いうと、高知市が、ごめんなさい、先に合計のところで言うと、19,484名に対して、県の人口 1人

当たりに対してで言うと、だいたい、19,484名と。それよりも少ないのが黄色、多いのが青という

ような形にしています。 

               議員 1人につき、高知市は、平均よりもということで、22,350名に対して 1人選ばれているという

計算でしょうか。それに対して、最も少ないと言えるのが、黒潮町ですね。黒潮町は意外と人がい

て、10,970名いますけど、1人選ばれてますので、これが、最も少ない数字。 

 

牛田美香       安芸郡じゃないですか。 

 

関浩明         そうですね。おっしゃるとおり。ちなみに、市議会議員、町議会議員、村議会議員という部分を調

べると、そのまた右になります。高知県全体で 439名の議員がいるんですね。 
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岡村岳尚       結構、いらっしゃいますね。 

 

関浩明         人口で割るとですね、だいたい、1,642名に対して 1人いるという計算になります。それよりもと

いうことでいうと、高知市が 34名、9,860名に対して 1人選ばれていると。南国市が 21名、選ば

れてますから、2,274名に対して 1人、土佐市、16名、1,675名、四万十市が 20名、1,704名、香

南市 19 名、1,724 名、というような形であるようです。黄色は、それより、ということですから、

平均よりも少ないのが黄色ですが、最も、私が、嘘やろと思って電話したのが、馬路村。馬路村は、

人口 798名しかいない。私、4名だとずっと思ってたんですけど、8名いるんですね。だから、99.75

という形になってますから。これは、選挙権もない人間も含めての話なんで、ずいぶんと、高知市

に対して格差があると、いうようなことが、見て取れるようなところでございます。 

 

岡村岳尚       64名に 1名ってありますね。 

 

関浩明         64名に 1名って、あったっけ。 

 

岡村岳尚       大川村。 

 

関浩明         ああ、大川村もそうやな。大川村、4名でしょう。あ、6名か。今、話題の大川村ですね。大川村の

問題は、色々と、今、なり手がないということで、高知新聞で記事になったりしてるんですけど。 

               北海道のどこかの村が、議員のなり手がないということで、最近テレビに出てましたね。 

               議員総出で、なり手不足解消ということで、北海道の浦幌町というところがあるんですね。先月、3

月 13日に、とにかく、なり手不足解消のために何をしたのかというと、住民にアンケートを取った

り、国に意見書を送ったりということと同時に、議員報酬の引き上げ、こういうことを、町議たち

が、政党関係なく、手を取り合ってる、というようなこともあってるようです。 

                

じゃあ、議員報酬ってどうなのかということで言うと、ちょっと資料は古いですけど、皆さんのお

手元に、「日本・地域番付」というようなことで、インターネットで拾ってきたんですが。議員報酬

といっても、ここに、メンバーの依光議員がいてくれると、報酬のからくりは、もっと詳しく教え

てくれると思うんですけど、まあ、月額の部分に、おそらく、かける 12 プラスアルファで、議員

のボーナスが別にあったりするのかな。それと、いわゆる、経費関係に使える部分があったりする

んだと思いますけど、これは、基礎的な部分だということなんだと思います。議員も、通常の議員

と、議長報酬だとか、若干違うというようですね。 

で、やっぱり、トップは東京都、102万 2千円、これに対して、高知県は 76万円と。最下位は、大

阪府なんですよね。65万 1千円ということであるようです。 

その次のページが、高知県の市町村の議員の報酬ということですね。これ、毎年、たぶん、アップ

デートされて、高知新聞らに載ってると思うんですけど、すいません、探せませんでした。高知県

の中で、高知市、58万 5千円、南国市、39万円、土佐市、34万 5千円、安芸市、31万 5千円、宿

毛市、31万 5千円、四万十市、30万 4千円、ということで、あと、市でいくと、香南市、29万円、

香美市、28万 5千円、須崎市、28万 5千円、土佐清水市、27万円、室戸市、26万円、というよう

なことで、町となると、またちょっと下がってくるわけで、いの町が筆頭で、21 万 4 千円ですけ

ど。ちなみに、日高村が 18万円ですね。一番低いのが、大川村で、14万 7千円ということです。

途中申し上げた、馬路村も、16万 2千円ということですから、高卒初任給よりも少ないという理解

でいいんでしょうか。 

 

岡村岳尚        副業でしょう。 
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池内泰司        8時間労働としたら、時給で 850円です。 

 

関浩明         14万 7千円が 850円、月 21.6日として計算したら。ということですから、全国でもバラつきはあ

る中で、県内の中でも、こういう形で。やっぱり、ポイントとしては、果たして、議員、こんなに

要るのか、みたいなことでしょうかね。話が、ちょっと、横道に逸れますけど。大川村、確かに、

大川村も人口が減ってきているので、1 人当たりというのか、64.3 ということになってるんですけ

ど、結構、そういう部分で言うと、おそらく、議員定数自体は、いじっていないような状況で、今

に至ったのではないかな、というようには思います。 

               高知県の議員の状況というのが、こんな形の資料にありますように、地図で表すと、こうゆうよう

なことになります。各地を眺めていくと、「えっ、こんなにおるん」、みたいなことになるんじゃな

いかなあと思うところですね。 

                

そうは言いながら、なんか、議員の数、報酬にばっかり着目をして、話を進めていますが、実は、

本題は、市町村合併、平成の大合併を超える、「令和の大合併」、ということで言うと、実は、平成

の大合併の成功点、失敗点も、やはり、あるというようなことで、委員の高村さんが、色々と情報

提供してくれております。 

一つ目、リンクを貼ってくれている部分の中で、ＮＨＫの「クローズアップ現代」のものでして、

これもちょっと古いですけど、平成 14年 4月 30日に放送されたものでして、ほぼ、平成の大合併

から 10 年を経た頃に、検証として特集されたもののようです。ここで書かれている文章をさらっ

と読みますけど、 

「合併に描いた夢、誤算続きの自治体。人口 4万 3,000人の兵庫県篠山市です。15年前、平成の大

合併第 1号として 4つの町が合併して誕生しました。合併により市役所の支所となった建物を訪ね

てみると職員の数は、まばらで閑散としていました。」 

篠山市の支所の方の話ですけど、支所としては 4人で仕事をしている。しかし、この 2014年で言

うと、「篠山市は今、深刻な財政難から徹底的な業務の見直しを迫られている。」ということです。

「職員を 3 割削減し、給与もカット。さまざまな住民サービスの縮小や廃止も余儀なくされてい

る。」と。「子供向けの博物館は 1年のうち 3か月しかオープンできなくなった。」と。借金で大変

だということですね。「節減の背景。地方交付税の減額、合併に伴う特例が期限切れとなり、18億

円も収入が減ることになった。」というところでありますが、前回、お示しをしました資料の中の、

背景の部分で、確か、「ウィキペディア」のコピペですけど、「アメとムチによる合併推進策」とし

て、合併後 10年度に限り、「特例債は、法定合併協議会で策定する「合併市町村建設計画」に定め

た事業や基金の設立に要する経費について、合併年度後 10 年度に限り、その財源として借り入れ

ることができる地方債」だと。「対象事業費の 95％に充当でき、元利償還金の 70％を後年度に普通

交付税によって措置される」というようなものが、実はあったんですが、それが、やっぱり、なく

なり、という中で、こういう篠山市の 18 億円の収入が減るということが起こったんであろうとい

うことです。 

中段にありますけど、「篠山市の合併の目的は、老朽化したインフラを整備することにあった。当

時、4つの町が共同利用していたゴミ焼却場や斎場の建て替えに 100億円を要した。小さな町では

単独では負担できないため、合併して予算規模を大きくしようと考えた。そのころ、国も市町村の

効率化を促す合併の推進にかじを切っていった」ということのようで、色々した、ということです。 

その後の部分は、私が途中言ったところです。地方交付税の優遇について、ということで書かれて

います。 

 

色々と、こういうことで、してはいるんだけど、結局は、税収だとか色んな部分で。こういうのが、

この篠山市を含めて、その次は、4ページ目になりますけど、「人口 7万 7,000人の佐伯市」の話も

あります。「9 年前、9 つの自治体が合併して、九州で最も広い市町村になった」と。「宿毛佐伯フ

ェリー」の佐伯ですよね。「合併すると、役場を統廃合しますが、佐伯市では 8 つあった役場をす
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べて残し支所として使っている」と。そして、また、自治省の事務次官の方の話も出てまして、次

のページなんですけど、タイトルが「何のため誰のための平成の大合併」というような部分で、当

時の事務次官、松本さんが「それぞれ一つの地域でたくさんの市町村が分立しているのは、かえっ

て不利。」だと。「高度成長の時は分け前をもらう人が多いほど、分け前が全体として多くなる面も

あったが、今後は、負の遺産、負の分け前、私はそういう意味で、合併をしなければよかったとい

うことではない」というような形で書いております。 

「平成の大合併から 10年、自治体がピンチ」ということで、「交付税減額や借金、財政悪化など予

想できたのでは」ということに対して、「後藤・安田記念東京都市研究所常務理事」の「新藤」さん

という方ですかね、まあ、多分予想できたと。当然予想できたと。「経済的に決していいという状

況じゃありませんし、ちまたでずっとみんなが言ってたように、高齢化していく、少子化していく

と。そのことだけ考えても、財政状況がよくなるわけではない。合併というのは、政治的なコスト

が非常にかかる話」だと。「例えば、今、5つの自治体が合併しようと。健康保険料でも、あるいは

介護保険料でも、この 5つが全部、同じ額のわけない。高低がある。この合併を成立させよう、住

民の合意を得ようという話になると、どうするかといえば、一番安いところに新しい自治体の料金

を設定する」というようなことで、「さっきの篠山市の例でもあり、もう一つある。旧市町村で同

じような建物を作る。そうやってみんなの合意を得る。ハコモノには運営費がかかる。建物には合

併特例債が付いたけども、管理運営経費は全然対象外ですから、大きな建物を作れば作るほど、管

理運営費がプレッシャーになって」困ってくるというようなことです。 

「それでも特例債発行や合併に走った」というのは、「合併の一つの効率化を図るとか、あるいは

それで町を近代化するという、一種のそいういう雰囲気に流されたとしか言いようがないんじゃな

いかなと思っていますけれども。特例債の発行、国はもう少し慎重になるべきでは」というと、そ

う思います、みたいに書いてますね。 

そして、となりなんですけど、香川県の三豊市もあります。これは、ちょっと印刷が雑ですけれど

も、いわゆる「有償ボランティア」らを含めて、行政サービスの見直しを図っているというような

ことを書かれていますし、それを使って、コストダウンを色んなかたちでしているということで、

そのページの中盤にありますけど、「ゴミ分別ルールのチラシを手渡した。推進隊を利用すること

で 23人の職員を削減。年間 2億円の人件費を節約している」とかいうようなところのようですね。 

続くページで、三豊市の市長の話ですけど「合併は地方のリストラではなく、地方分権の受け皿と

して合併をした。市民生活に密着するところは、すべて地方が裁量権と財源を持ってやる。分権の

受け皿作りは、どんどん進めている。」と、力強く書いていますけど、まあ、何を捨てて、何を止め

るかと、いうようなことが、合併をして、大事なことなんじゃないかなあ、みたいなことが書かれ

ています。 

 

こんなかたちで、色々と、「クローズアップ現代」の話、それと、大枠は、細かくは割愛しますけ

ど、「大和総研」の文章で、「平成の大合併の成果と課題」ということを、「政策調査部」の「亀井」

さんの書いたものです。これが 2017年 12月 28日のレポートでありますんで、要約すると、「平成

に行われた市町村合併は、行財政基盤の確立を目的に推進された。合併の賛否は分かれるが、本稿

では、目的が達成されたかどうかを確認した。」と。「平成の大合併における市町村合併件数は、市

町村の財政事情を要因として特に 2003～2005 年度に急増した。町村の多くが合併により一般市へ

移行し」というのは、前回、私がお配りした資料の 2 ページ目に書かれてるかと思いますが、「人

口 1 万人未満の小規模な市町村も減少したため、行政基盤の強化は一定程度達成したと評価でき

る。」ということです。「財政面に関しては、2011年度に合併特例債の発行期限が延長されたため、

2015 年度時点では、2005 年度以前に合併した市町村に対する財政優遇措置が続いており、合併効

果の評価はできない。しかし、合併してできた市町村について、各合併年度比の 2015 年度の財政

力指数を確認すると、合併年度よりも指数が上昇している市町村が多い一方で、既に財政力指数が

低下している市町村も確認できた。」ということですから、合併して良かった市町村もあったんで

しょうね。だけど、いくつかは、大変だったというのが、多分、この「クローズアップ現代」の方
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に出ている、篠山市だとか、佐伯市あたりが、そういうことになったんじゃないかなと思います。

「合併市町村は、2018年度以降、合併特例債の発行期限のほか、合併算定替も適用期限を迎える。

優遇措置がなくなれば、財政力に不安のある合併市町村では、財政悪化が懸念される。そのような

市町村は、合併特例債の発行期限の延長を求めているが、市町村合併の成功事例を基に、さらなる

市町村合併による財務基盤の強化を追求することも必要と考えられるのではないか。」というよう

なかたちが、このレポートの要約です。もっと、読み込まんといかんですね、我々、ね。 

というようなことが、光と影みたいな、ということです。 

 

ということで、準備してきた資料は、以上でございますけれども。年内の完成に向けてということ

で。皆さまの意見などを踏まえながら。 

前回、「ふるさと納税」だとか、納税額の推移というようなことについては、まだ、ちょっと調べ切

れていません。各自治体の採用状況についても、まだ。調べます。 

とにかく、高知も、一旦、平成の大合併で合併をして、それこそ、人口の分布については、既にお

配りの資料のとおりですが、やはり、地方力というのか、今回お示ししたとおり、議員の数がちょ

っといびつかなという部分が一つ分かったし、また、それぞれの給料が、だいたいこんなもんかと

いうことは分かったんですけど、もうちょっと詳しく、地方公務員が、それぞれ、どれぐらいいる

のかということらも含めて、次回は、6月なんですが、準備をして、お示しするようにしたいと思

います。 

 

ですから、大まかな部分で言うと、合併をした市町村は、市町村で、それなりの人はいるんですけ

ど、それも、おそらく、合併特例債の部分はともかくとして、数も減っているし、採用環境が厳し

いのは、我々、民間と同時に、彼らも、多分厳しく、特に、高知市以外は厳しくなってるんで、行

政サービスは、もっと悪くなっていくんじゃないかなあ、というようには思うところです。 

 

皆さん、何か、ご意見を。勝手に、ペラペラ喋ってますけど。 

 

牛田美香        平成大合併の後、悪くなったのは、何で悪くなったんです？  

合併して、経費が減れば、良くなるでしょうに、どうしてなんでしょうね。 

 

関浩明          そうなんです。 

 

牛田美香        人口が減っていって、税収とかが減ったからでしょうかね。 

 

岡村岳尚        生徒の数がかなり減ったら、教師の数も減ってるかとか、人口が減ったから、高校の数が減ってる

かと言うたら、意外とね、増えてたりするし、そこは、比例してないんでしょうね。やっぱり、減

れば減るほど、仕事が増えちゃうんでしょうね。小学校のクラスも、昔は、50 人ぐらいだったの

が、今は、30人ぐらいですしね。教師が 2人付いてますしね。減ってませんよね。 

 

牛田美香        15人とか 20人とかのとこもあるでしょう。 

 

岡村岳尚        それに、教師が 2人でしょ。 

 

牛田美香        中学校以上はね。小学校は、今、副担任、いないけど。 

 

関浩明          ちゃんと、私、お答えできてないのは、私自身の不勉強のせい、なんですけどね。実は、この委員

会で、その昔、合併した市町村の市長を呼んできて、話を聞いたりはしてるんです。最初は、中西

さん。宿毛市の市長をされておられた、中西さん。中西さんは、その当時は、もう、市長は辞めて
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ましたから、話としては、「合併はしようとしたけど、裏切られた。」というようなことを。大月町、

三原村、破断の経緯については、言っておられましたね。その年のある時に、清遠市長、というの

は、香南市ですね。清遠市長を呼んで、お話しを聞きました。それこそ、途中、佐伯市の話をしま

したけど、佐伯市も、やっぱり、合併をして、それぞれの建物を支所として残したということでし

た。支所として残したんですけど、住民サービスについては、本所と支所の部分で言うと、やはり、

差を付けていったことらについて、運営の難しさの話を、ずいぶんされておられましたけどね。 

                税収の話の部分で言うと、実は、市町村の税収の基礎的な部分って言うと、我々が払う法人税、会

社として言うと、我々、高知に本社を置いてますから、税務署管轄の部分と、県税管轄の部分と、

市役所管轄の部分とっていう、我々で言えば、高知、中村、宇和、というような、支店営業所があ

るところに対して、事業所税を払っている。それは、税収なんですよね。個人の部分については、

市民税だとか、町民税だとかという部分が基本になりますけど、高知市ぐらいになってくると、と

もかく、なんですけど、例えば、馬路村ですとか、大川村とかでしたら、人口は、たかだか、大川

村で 386名っていうことです。ですから、あと、事業所だとか、そういう数もほとんどないという

ことを言うと、私は、基本的に、そこが全てじゃなくて、地方交付税だとか、色んな部分で、国、

県だとか、引っ張ってくるお金の中で、事業を回してるんじゃないかなというように思います。で

すから、それが市町村によって、地方交付金頼みの所と、そうじゃない所、このへんは、税理士の

仮谷先生が非常に詳しいと思うんですけど、そのへんの差が市町村によってあるのかなあと思いま

す。 

                ですから、一概に、合併をした、そこで、税収の母数が上がるけど、やっぱり、人口減少でという

ところは、それによって、税収が減る部分も、もちろんあるんですけど、例えば、交付税の部分の

会計の中身をしっかり見ておかないといけないのかなあと、一方では、思います。 

                補足はあります？ 税金、詳しいんで。 

 

池内泰司        なぜ失敗したかというのを、この間、テレビでやってたんですが、新潟市が、一番、顕著な例や

と。無理やり、政令指定都市になった関係で、ここにも書かれてましたけど、ハコモノで、利権が

ある色んな市町村に、「ハコモノ作ってやるから」みたいな感じで、コンサート会場とか、色んな

ものをたくさん作って、それで、交付金がカットされて、今、全然運営ができんなって、困ってい

るっていうので、大失敗例で、一番、なんか、新潟市が言われてましたけど。 

                社長がおっしゃられてましたけど、高知県の中でも、合併したとこは、やっぱり、それなりに、利

権と言いますか、見返りで、なんか住民に、というのか、なんかあるんじゃないかなと思いますけ

ど。それで、今、うまくいかなかったとこは、そういうのが、なかったのかなという感じはするん

ですけどね。 

 

牛田美香        金のカツオだってね。 

 

岡村岳尚        盗まれましたね。 

 

池内泰司        あとは、高知県が、80何パーセントで、森林率が日本一ですよね。社長が、今朝も、黒潮町だけ、

おかしいやないか、とおっしゃってたんですけど、黒潮町は、今度の「南海トラフ」が来た時に、

数十メートルの津波が来るとかで。切り立った山のとこと、一部の海っぱたのとこで、お金の、予

算の使い方が、ちょっと、全然、違うような気がして、そこらが、合併の障害になってるんじゃな

いかなとは思うところなんですけど。森林率が、異様に、日本一ですんで。ほとんど山のくせに、

海っぱたが栄えちゅうみたいなとこがあったりして、それを、無理やり、6つのブロックに、縦割

りにしたら、なんかこう、上手いこといかんのでしょうかね。そんな気がしますけど。 

 

岡村岳尚        でも、まあ、特例債がなくなってきて、困ってるんでしたら、そのタイミングで、合併の提言を、

もう一回出すというのは、一つの手ですよね。実際、困ってるんですから。進めるチャンスではあ
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りますよね。 

 

関浩明          我々、経済同友会、企業経営者の集まりですから、そういう観点からすると、合併、Ｍ＆Ａにしま

しょうか。そういう部分で言うと、1社ではなくて、2社、3社と合併して、要るものはそのまま、

要らんもんは、効率化をとことんして、みたいな感じで、競争力の増した企業体に作り変えていく

なんていうことは、色んなところに話が転がってるんでしょうね。近くで言えば、「スリーキュー

ブ」さんあたりも、正しく、そのとおりで、「スリーキューブ」さん、荒物問屋なんですけど、高

知と香川と松山、この 3社が合併して、主に、ホームセンターの荒物関係の卸なんですけどね。そ

ういうような形で合併して、要るもの、要らんもの、効率化をとことん図って、というようなこと

なんです。今出た失敗事例で言えば、3 社合併して、3 社がそれぞれ借金を持っていると。その借

金、3 社が合わせた額も、それは借金なんですけど、やっぱり、事業がそれで、3 社集まって、30

億の会社が、合わせて、100億になったと、そこで、調達も。借金ももちろんあるんだけど、100億

の会社なら、もっと借入れをして、色んな設備を作ったんやけど、その設備投資計画がずさんだっ

たりすると、そのときに、この例で言えば、補助が出て、作れたんやけど、結局、建物作ったんや

けど、維持ができなくって、その維持に経費がかかっていって、資金繰りが悪くなる、財政が悪く

なる、というようなのが、いわば失敗事例なんですかね。だから、そこを、合併して、適切な形の

物流センターを使って、効率的に回している会社もあるし、効率的にしている市町村もあるんでし

ょうね、と思いはします。 

 

岡村岳尚        市町村が合併して、どういった効率化を図ればよかったのかということがポイントになるという

ことですね。 

 

関浩明           成功する、失敗するの境目はそこなんでしょうね。 

 

岡村岳尚         それを見ていかんといかん、ということですね。失敗事例、成功事例を。 

 

関浩明           それについては、「我々、見ていけんの？」という現実があって。だから、提言は出すにせよ、そ

のへんは、効果的に運用を、議会にはかって、やって、という。 

 

三木英稔         合併特例債の延長とかを、まあ、高知県も、せないかんですから、それをするに至る背景を作ら

ないかんですね。そこに対して、こうしたら、作れるんじゃないですかというような。 

 

岡村岳尚         効率化の中ではね、人口が減っているところに、どれだけのサービスをかけるのか、同じような

サービスを行ったら、効率化は行われんよ、ということですよね。それは、誰も言いたくないで

しょうね。 

 

関浩明           やっぱり、案件、重たいね。 

 

岡村岳尚         議員さんの話してましたけど、高知市の議員さんと、馬路村の議員さん、というのは、仕事は全

然違うんでしょうね。どんなに違うんでしょうね。必要、不必要、議員さんの数なんて、それに

よって。議員さん、密着 24時間とか。 

 

関浩明           それで言うと、高知市の市議会の議員がどんなことしてんのかとか、県議会の議員がどんなこと

してんのかとか。市議会議員とか、県議会議員とかが、期中、どんなことしたのかというのは、

定期的にまとめて、送られてきたするやん。だから、それなりに、議会で質問に立って、こんな

ことを質問して、具体的に、こういうことを成し遂げましたみたいな、成果を強調して、案内し

てますよね。 
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牛田美香        高知って、人口も、面積もありますけど、34って多いのかなと思ったら、そうでもないですね。

22位ですね。47都道府県の中で。市町村の数ですけど。 

 

関浩明          53が 34になったんですよね。平成の大合併によって。 

 

牛田美香        長野県の 77って、こんなに多いの、なんででしょうね。 

 

岡村岳尚        分断されてるんから、じゃないですか。 

 

関浩明          長野県の資料って、昔、渡しましたよね。四国の中で言ったら、216あったのが 95になってるん

ですよね。だから、56％減ってるんですよ。それに対して言うと、高知県の 35.8％しか減ってない

っていうのは、他に減った県がいると。四国三県は、もっと、減ってると。 

 

牛田美香        香川県、17ですもんね。 

 

岡村岳尚        人口に対して、市町村の数が多いかどうか、なんですよね。 

 

関浩明          72万人に対して 34っていうのが、多いか少ないかというのはあるでしょうね。 

 

牛田美香        愛媛は 100超えてるでしょう、それで 20ですもんね。 

 

池内泰司        想像なんですけど、さっき言った森林率って言うか、道路なんですけど、山道とか走ると、高知の

山道はかなり荒れてますけど、徳島とか、愛媛とか、割と、細い山道でも荒れてないんですよね。

それは、住民が住んでらっしゃって、地域で道路を守ってるっていうのがあると思うですけど、長

野とかも、おそらく、そういうのが一番、ただ、予算がないっていうんで、小さな、自治体、自治

体で、やられてるんだとは思いますけど。 

 

岡村岳尚        地域が分断されているということですよね。 

 

池内泰司        そうですね。すぐ孤島になるんで、住んでる方が。すぐ近くでも、土佐山の、工石山までの道も、

土日とか、総出で、住民の方が、道、きれいにしてますよね。まあ、海のないとこは、そういう感

じじゃないかなと思うんですけど。まあ、想像なんですけど。 

 

岡村岳尚        香川県なんかはねえ、のびのびしてますもんね。 

 

池内泰司        そうですよね。香川なんか、ほとんど平地ですからね。 

 

岡村岳尚        移動効率の面から見て行ってもいいかもしれんですね。 

 

池内泰司        高知県の、この、6つのブロックもいいと思うんですけどね。ただ、そういうところがあって、考

えてることが、全然違う、ということがあるんじゃないかなと思います。 

 

関浩明          6つは、昔、高知県の中で掲げた 6つのブロックということで、私は、3つぐらいでいいかなと、

いうようには思うんですよ。高知市の真ん中と、西と、東。衆議院選挙の選挙区的なことで言うと、

3と 2の違いはありますけど。ちなみに、以前、「まち・ひと・しごと創生」から連携高知という部

分で言うと、それぞれ市町村、計画立案という部分から、きっかけは、「東部博」と聞いてますけ
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ど、各市町村の観光課あたりが連携した、「東部博」というのは、その後も、「東部博」が終わった

以降も、地域で何かできないかということで、協議をしていることは、現実です。 

                馬路村、北川村、田野町。奈半利町は、「ふるさと納税」で、いっぱい税金集めてますけど、企業

もそうですけど、やっぱり、売上規模の小さい会社っていうのは、使える交際費とか、使える経費

というのは、それなりになるじゃないですか。だから、その部分で言うと、798名しかいない馬路

村なんていうのは、支出する部分が、そんなに大きくない。とすると、そのへんがブロックとして

固まって、今、やってます。やってて、でも、出せるものは限られてる。これが、逆に、一つにな

っていくと、もっと大きく、色んな、地域としての取組みで、効率的な、予算、企画、みたいなこ

とができていくんじゃないかなあ、ということは、あるんですけどね。 

 

岡村岳尚        本当、3つばあで、いいですよね。中心の核となる町ができますから。南国と高知市と中村でね。 

 

関浩明          ちなみに、時間も時間なんですけど、タラレバの話をすると、仮に、3つとすると、中心、どこに

なるんでしょうね。高知市と安芸市。 

 

岡村岳尚        南国と高知市と中村に分けました。 

 

関浩明          高知市と南国と中村。 

 

岡村岳尚       東の方は、もう、南国ぐらいじゃないと、引っ張れる市が、ないがじゃないですか。安芸市じゃあ

弱いですわね。 

 

関浩明          安芸、やっぱり、弱いですかね。確かに、ぼそっと、四銀の支店長が言ってましたけど、「四国銀

行」って、店格ってあるんですよね、1、2、3、4って。店格の大きな見直しを最近されたようで。

1言うたら、例えば、どこ、って言うたら、東京支店だとか、高松支店だとか、高知で言うと、木

屋橋だとか、松山支店だとか。高知の本店営業部だったり、というようなところが。2 番目がね、

それよりちょっと。安芸が、格を落とされたって話してましたね。そういう点では、南国っていう

のは、南国かなあ、ということは思いますけどね。西部で言うと、中村なんですかね。人口の部分

で言うと、やっぱり、中村なのかなあ。 

 

岡村岳尚        中村というか、四万十市ですわね。 

 

関浩明          須崎じゃないですね。須崎、土佐市じゃないですね。このブロックで言うたら、多分、高知嶺北ブ

ロックと、仁淀川流域ブロックなんていうのは、高知市になんですかね、中心は。物部川と安芸広

域ブロックっていうのが、南国を中心にして。後が、中村、中心に。人口、合わせて、どうなるん

でしょうね。 

高知市になることによる弊害って、実は、あるんですよね。高知市になることの弊害は、事業所

税の対象になります。事業所税というのは、人口、30 万人以上でしたっけ。そうなってくると、

そういうデメリットがある。まあ、我々は、もう、高知市にあるんで。高知市以外で、やっぱり、

大きな会社は、その事業所税の対象になって、税金、増えますね。 

ちっちゃな話ですけど、「ニッポン高度紙工業㈱」が、2008年、高知市春野町になった時に、事業

所税の問題が、やっぱり、あったようですね。あれは、向う 5 年間、合併については、取らない

という方式をしているところが多い中で、高知市は、「3年先には、金ください。」みたいなかたち

にしてたらしくて。 

                こうやって見ると、例えば、こうやって見て、そうやってまとめて、議員の数が、住民何名に対し

て何名が適切かということは分かりませんけど、それで、我々、議員の数についても、例えば、高

知市が 9,800人に対して 1人と、ほぼ、1万人に 1人と、いうかたちでしているのを、高知が、72
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万人で、1万人に 1人でというと、72名ですよねと。そういう点で言えば、今、439名いますから。 

 

牛田美香        もう少し減らしても、いいと思いますよね。 

 

岡村岳尚       議員の数をね、田舎の方は、半分に減らしたら、給料が倍に増やせるってことですからね。それで、

なり手も増えますよね。倍、言うたら、本当、あれかもしれんですけど、何十％かアップできますん

でね。減らせれば。 

 

関浩明         議員が 72名で、市町村議会議員がね。じゃあ、県議会議員って、やっぱり、要るの、みたいなとこ

ろも、もちろんありますけど。要るんでしょうけどね。 

 

岡村岳尚       議員の数によって交付金が決まってくるようなことも、あるんですかね。それやったら、給料を上

げることはできんですよね。 

 

関浩明          途中、お示ししました、北海道 浦幌市、浦幌町。浦幌町って、写真に載っているのは、町議が 10

人ぐらいで、こうやって、やるぞって、手を上げている姿。十勝。浦幌町の人口、これも少ないで

すね。2018年 9月 30日の住民基本台帳によれば、4,783名。10人いるわけですから、478名に 1

人みたいなかたちですかね。こういう市町村、多分、日本全国、あるんだと思いますね。 

 

牛田美香       「土佐おもてなし勤皇党」も、終わったじゃないですか。あれも、どうして終わったんでしょうね。

経費？ 

 

関浩明          経費というか、彼らの経費、何で出てたのか、どっから出てたのか。 

 

三木英稔        ここ半年か、1年ぐらいで、人が集まり始めたなあという印象でしたんで。 

 

関浩明         「土佐おもてなし勤皇党」って、あれでしょう、駅前でやってる、7～8人のアイドルグループみた

いなやつでしょう。 

 

三木英稔        去年ぐらいからね、非常に集客してるなという、印象やったですけど。 

 

牛田美香        大きな全国大会とか、四国地区大会とかでも、踊ったりしてましたよ。 

 

関浩明         予算は予算なんでしょうけど、県が出してる予算なのか、国からの補助金でやってる事業なのかっ

てのは。観光振興の一角。あれ、県なのかな、市なのかな。分かりました。じゃあ、調べましょう。 

 

牛田美香        市役所のあの仮庁舎行ったって、何もしやせん、2人、あの、何、受付。あの忙しい時でも、税務

署、1 人ですよ。市役所、2人、受付、いますよね。私なんかも、もう何番か分かってるから、聞

きもせんずく、上へ上がって行ってますよ。けど、ずうっと、2人がおって、こう、話してますね。

1人でいいやんと思います。 

1 人よりか、なによりか、この間、「エースワン」さんに用事があって、行ったら、1 階入ったら、

そのまま、何もないんですよ、1 階に。2 階へ上がるところと、トイレと待ち合わせしかなくて、

「ええ、会長、ピンポン押したら分かる言うたに。どこへ上がって行ったらえいが」と。よう見た

ら、入った左側に電話があって、内線押してくださいって、電話機なんです。その電話機、よう見

つけなかったですよ。 

 

関浩明         もうちょっと奥に入って行ったら、総務的な、ところがあって、そこで言っても、つないでくれま
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すよ。 

 

牛田美香        真っ直ぐ？ 

 

関浩明          入口入って、左手。 

 

牛田美香        左手、トイレしかなかったですよ。右が待合室で、あと、上に上がっていく階段。 

 

関浩明          ありますよ。 

 

牛田美香        一宮の本社ですよ。 

 

関浩明          分かってますよ。入って、右行ったら、目の前には階段があるけど、右行ったら、自動販売機と、

昔の喫煙コーナーあるでしょう。で、左行ったら、左手の事務所の手前ぐらいに、応接がいくつか

あって、そうすると、奥に行った右手側に、普通に、女性たち、2人いますよ。 

 

牛田美香        ウロウロ、ウロウロして、やっと、電話機見つけて、これやと思うて電話したら、上から降りてき

てくれました。 

 

関浩明          色々と、資料も、また集めてきますんで、集めながら、また、なんですけど。ちょっと、比較論を

ずいぶんしてるんで、こういうのとか、議員報酬だとかという部分からすると。 

提言としては、合併よりは、もうちょっとね、議員定数の方にしていった方が、実は、楽は楽なん

ですよ。ちょっと、そのへんの部分については、委員の依光議員らに、色々と指南を受けながら、

また次回、情報提供を、方向性をと思ってますんで。 

                すいません。今日も、ありがとうございました。 

次は、6月。5月は連休もありますんで、6月 3日の月曜日に、11時半から、よろしくお願いしま

す。今日は、どうもありがとうございました。 

 

以上で終了   

 


