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近年 、日本全 国で市町村合併 が進 め られてお り、
鹿 児島県 内におい て も多 くの 自治体で、
合併 の協議 が行われてい る。こ うした動 きは、「
平成の大合併」 と呼ばれ てお り、国の行財
政改革 の動 向 と深 く関連 した形 で進 め られ てい る。従来1島1町
た与論 町は、海 を越 えた沖永 良部 島の2町(和
与論 町は、2003年11月

としての歴 史を歩んで き

泊町、知名町)と の合併 が問題 となった。

に住民 投票を実施 し、合併 を選択せず に、単独 で今後 のま ちづ く

りを行 うこととなった。この間の合併 問題 をめ ぐる与論 町での動 向は、「
平成の大合併」が
孕 む問題 を浮 き彫 りに し、 また 、単独 を選択 した結 果、今後の与論 町の地域 づ く りのあ り
方 が改 めて問 われ るこ と となっ た。
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The Amalgamation

in Yoron

HIRAI Kazuomi
Facultyof Lawand Humanities, KagoshimaUniversity

Abstract
Recently,the municipalamalgamationis advancedin Japan, and also many local governmentsin
Kagoshima prefecture have deliberatedupon their amalgamations.Such a motion is called
"large-scale amalgamationsof Heisei" and has advancedwith the trend of the administrativeand
fiscalreform of the nation.Yoron-cho,which has conventionallyfollowedthe historyas one island
and one town, faced with a problem of the amalgamationwith two towns of Okierabuisland
(Wadomari-cho,China-cho)which cross over the sea. Yoron-choheld a referendumin November
2003, and its resultwas to continueone-governmentindependently,not choosingthe amalgamation.
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The process

of decision

amalgamations

making

in

Yoron-cho

suggested

some

problems

of Heisei", and as the result of the choice of independence,

in "large-scale

Yoron-cho

will be

requested to improve the state of the community in future.
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、与論町 にお いて合併 の是非 を問 う住民投票 が実施 され た。合併 問

題 をめ ぐる住 民投票は、全 国各地 で、また鹿児 島県内で もい くつ かの 自治体で実施 されて
お り、与論 町の住民 投票 もまた 「
平成 の大合併 」の も とで実施 され た住民投票 のひ とつで
ある。 ただ し、約50キ

ロメー トル離れ た沖永 良部島 との 「
海越 え合併 」を迫 られていた

与論 町の場合 、住民投票 に至 るプロセ ス とその結 果 について も、い くつ かの特 徴的な点 を
指摘 す る こ とも可能 であ る。
与論 町が沖永良部島の2町(和
2002年11月

泊 町、知名 町)と ともに、任意協議会 を発足 させたの は

で あ り、同協議 会が法 定協議 会に移行 したの は翌年6月 の ことであった。3

町を含 む奄美 群島の市町村 は、鹿児 島県 内においては合併 に向けての動 きが最 も遅れてい
たが、沖永 良部 ・与論 地域合 併協議 会は、奄美 群 島地 域 で最 初の法 定協議 会となった。
与論 町で は、以前か ら海 を越 えた合併 に対 して危惧す る声が強 かった。 その理 由は、与
論 島 と沖永 良部島が海 によ り約50キ

ロ隔て られてい る とい う地理 的要件 に加 えて、沖永

良部 島の2町 に対 して与論 島が1町 である ことか ら、合併後の 自治体 の中心は沖永良部 島
に集 中す る ことは不可避で ある との認識 があった。 にもかか わ らず 、与論 町が法 定合併協
議会 に加 わったのは、合併 した場合 としない場 合の双方 について の情報 を提 供した うえで
合併 の是非を判 断 したい とい うこ とに加 え、第27次

地方制度調査会 の審議動 向、 と りわ

け合併 しない小規模 自治体 に対す る対応 が ど うな るのか を見極 めたい との意 向 もあった よ
うで ある。
第27次

地方制度調査会の最終答 申(「今後 の地方 自治 制度 のあ り方 に関す る答 申」)が

提 出 されたのは11月13日

であったが、小規模 自治 体の合併 問題 に関 して は、 「
小規模 な

市 町村 としては、おお むね人 ロー万人未満 を 目安 とす るが、地 理的条件や 人 口密度(中 略)
も考慮す る ことが必要で ある」 との文言 に見 られ るよ うに、離 島地域へ の配慮 を臭わせ る
文言 が記 された。すで に、法 定協議会 では新町 まちづ くり計画素案 が11月11日

の第6回

協議会 で報告 されていた。与論 町が合併 の判 断の前提 としていた 、法 定協議会 での新町計
画 の策 定、国の小規模 自治体 に対す る方針 とい う二つの問題 が、11月 前 半の段 階で ほぼ 明
らか になった と言 え よ う。
この よ うな事態の推移 を受 けて、11月19日 か ら25日 まで、3つ の校 区及び 与論 高校 で
住民説 明会 が実施 された。住民説 明会 では、町長挨 拶、合併協議 に関す る取 り組 み経 過、
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新 町まちづ く り計画素案、
地 方制度 調査会最終答 申、
単独でや ってい くための方 法の検討、
な どが町か ら説明 された うえで 、質疑討 論が行 われ、最後 に住民投票 につ いて町が説明す
る とい うかた ちで行われた。 なお 、住民説 明会 の参加 者数で あるが、那 間校 区(129名)、
与論 校 区(172名)、

茶 花校 区(247名)、

与論 高校(292名)で

あ った。

住民 投票 は、11,月30日 に実施 され たが、 この時期 に設定 され た理 由の一 つは、法定合
併協議会 の事 務業務 との 関連が あった。す なわ ち、新町ま ちづ くり素案 が完 成 し、あ る程
度事務 レベ ルの協議が進んでい た法 定協議会 の次の課題のひ とつ に、3町 の電 算処理 業務
の統合 問題 があ り、 も し台併 を選択す る とす るな らば、電算処理統合 のための補 正予算 を
議 決す る必 要があった。 したが って、12月

定例議会 の前 に、合併 の是非 を明確 にす る必

要 が あったの であ る。
さて、住 民投票で あるが、前述 した よ うに与論 町では投票資格者 に高校生 を加 える(昭
和63年4月1日

以前 に生 まれ た者)と ともに、永住外国人(3ヶ

月以 上在 住で 申請者 に

限る)を 含 めた。 こ うした投票権者 の拡大 は、滋 賀県米原町の事例 を先駆 として全国各地
で見 られる よ うになった現象で ある。 さらに、投票率が50%に

満 たない場合 には開票作

業 を行 わず無 効 とす るとされた。 町 としては、住民のはっ き りとした意 向を問お うと した
ので ある。
住 民投票の実施について は、11月20日 付で与論 町長名 に よる 「
『
与論 町の合併 について
の意思 を問 う住民投票』の実施及び 市町村合併 に関す る参考資料 の送付 につ いて」 とい う
文書 と、住民 説明会で使用 され た資料 が全 戸に配布 された。住民投票 の賛否 をめ ぐる運動
であるが、与論 町議会 議員8名 が 「
私 たちは、3町 合併 に反対 します 」 とい うチ ラシを作
成 し、住民投票へ の参加 と合併反 対 に投ず るこ とを呼び かけた。また、「
自律 し元気 で輝 く
与論 をつ くる会」 とい う団体 も、合併反対 のチ ラシを配布 した。合併賛成 の呼びか けや運
動 は表面 的 にはなか った とい う。
11月30日

に実施 された住民投票 の結果 は、次の通 りで あった。 まず 、投票 者数 であ る

が、4135名 で 、有権者数4954人

の うちの83%強 の町民が投票 した。投票 の内訳で ある

が、合併 賛成 が535票 、合併反対 が3549票 、無効票が51票 で あった。投票総数 に しめ
る反対票 の割 合は約86%で あ り、町民 の圧倒 的多数が合併 に反対 である との意 思が明 らか
になっ た。
この住 民投票の結果 を受 けて 、12月6日 、与論 町長 は、第7回 法定協議会 において沖永
良部 ・与論地 域合併 協議会か らの離脱 を表 明 し、同協議会会長 に対 して 、「
沖永良部 ・与論
地域 合併 協議会 の事務 の停止 につ いて(通 知)」 を提 出 した。
以 上の よ うな経 緯で、与論町 の住民投票及 びその結果 を受 けた法定合併協議会 の離脱 が
な され た。 与論 町のケース は、 当初 か ら合併 に対す る懸 念が強 く、住民 のなかに もそ うし
た危機 感があ る程度共有 されてい たために、住 民投票 も比較的 スムー ズに行 われ 、また、
住民投票 の結 果 もわか りやすい もの となった。 住民投票以前 に、法定協議会 で策 定 された
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新 町まちづ く り素案 とともに、 「
単独でや ってい くための方 法の検討‑行財政 面か らの アプ
ロー チ‑」も配布 され 、台併 の是非 に関す る基礎的情報 も町民 に提示 され た。ただ し、住民
投票 の実施時期について、 国の動 向や法 定協議 会の審議状況が大 き く影響 した ことか らも
わかる よ うに、与論 町の住民投票 は、合 併をめ ぐる周囲の情勢 をに らみ なが ら実施 された
もので あった。
与論 町は、住民投票の結果 を受 けて、単独の道 を選択 したが、それ は非 常に厳 しい選 択
で もあった。上記 の 「
単独でやってい くための方 法の検討 」において も、 「
例 え貧 しく質素
な暮 らしを強い られて も、家族全員 のお互 いが力を合わせ、知恵 を絞 り、未来 を信 じて心
豊 かに生きてい く 『
覚 悟 と努力 の気概 』を持 ち続 けるこ とがで きるか否 かが、 自立の道 を
選ぶ 際の最 も重要なポイ ン ト」である と述べ られ、「
行政機構 の超 ス リム化 」や 「
超緊縮型
の財政運 営」の必要 性が指摘 されてい る。また、「
自治の主役で ある町民 と役場 との間 に明
確 な役割 分担 が必要 とな る とともに、町民 の側 に も応分の負担が新 たに生 まれ ることとな
ります 」 とい うよ うに、住民の負担増 も含 む 自治体運営の見直 しの必要 性も指摘 されてい
る。こ うした問題 意識 を、合併 問題 をめ ぐる一連 の経 験、とくに住民投票 の実施 を通 じて、
町民 が どこまで共有 しえたのか が、今後 の与論 町のま ちづ くりの なかで問われ ることにな
るだ ろ う。
一方
、与論 町の離脱 した法定協議 会では、残 された2町(和

泊 町、知名 町)に よる合併

協議 の在 り方 について、審議 が膠着 状態 に陥 ってお り、今後の見通 しは不透 明であ る。(な
お 、毎 日新 聞の調査 によれ ば、2003年12月15日
脱 に よる合併 協議会が破綻 した事例 は74件

現在、協議 会の解散や 一部 自治 体の離

にのぼ る とい う。与論 町の事例 も、そ うした

全 国的 な流 れ の一つ と言 うこともで きるだ ろ う。

