
． はじめに

地方自治体の行政改革にかかわって 数年の歳月を経たが、行政組織の枠組みそのものは

変わらず、行政官僚制の頑強さを痛感してきた ）。しかし、行政組織の財政的基盤は弱体化

してきており、地方財政健全化法の施行によって、財政赤字をこれまでのように膨張させる

ことができなくなって、とくに実質公債費比率 ％の壁は財政規律をもたらすべく地方自治

体にとっては懸命の努力をせざるをえなくなっている。そのために行政改革とは財政改革で

あると思わせるほど歳出の削減に力を入れていて、職員、人件費の削減、議員定数の削減な

どは実行されている。そして連結で財務諸表が提示されるようになって、単独会計の良さも

連結会計になるときわめて悪い市町村が続出している。そのために総務省の指導が県に及

び、県も市町村合併に力を入れて第二の夕張市を出さないように、合併協議が多くの市町村

の課題になっていて、 市も 町村の合併協議会で合併問題が論じられ、合併特例債という

エサ （発行債の ％は国の地方交付税で面倒をみてもらえる）のもとで、 村は離脱

（裕福な自治体といわれていた）したけれども、 町村は合併して 市として発足した。

この合併特例の法令は 年 月末日までということで、数年後に地方交付税の減収や税収

の見込みの少なさもあって、 村は 年 月に合併を申し込んできた。 市としてはメ

リットの少ない合併なので、回答を渋っていたが、 年 月には県知事の合併協議勧奨が

あって、 市としては不利な合併であっても県がハード、ソフト両面にわたって支援してく

れるという条件ならばということで合併には乗り気になり、県相手の交渉の準備をしてい

た。
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このような事例のもとで、まず合併状況を記述して、その後、合併協議を交渉理論的に分

析する。交渉や調停は学んできたが、それは主にハーバード流交渉術など米国の交渉理論を

中心としていて ）、日本のローカルな市町村という文脈に埋め込まれた交渉にどれほどの効

力があるのか、そして理論的命題としては優れていてもどの程度の実践力を持つのか、を論

じる。特殊日本的組織では経験的に得られてきた日本古来の交渉のやり方がどれほどの交渉

の妥結に役立つかが未知数であったが、市町村合併交渉の一つの事例として示して、交渉方

法を学んでいきたい。

また、地方自治体の行政改革には数多くのコンフリクトが生じるが、そのコンフリクトの

解決には入札談合や反組織倫理の問題などがあるが、住民による組織監査など行政と住民の

協働というガバナンス改革なしではコンフリクトが発生しやすい状況である。市町村合併も

コンフリクト・マネジメントの視点から論じたいし、そうであればこそ合併交渉もうまくい

くのである。国際ビジネス交渉のような異質的視点が合併交渉でも必要としており、文脈が

同じだという先入観を持つことによって、事前の交渉を欠いたり、途方もない要求や無理難

題な要望や想定外になってしまう。やはり交渉理論を踏まえて、事前準備して交渉に臨むと

いう枠組みづくりをしておかないと、要望を撤回させたりして、むしろ今後の合併協議を後

退させてしまう事態になりかねない。その一つの理由として行政官僚制になじんできたので ）、

積極的な行政経営的な姿勢はとりにくい。

それゆえわれわれは、行政と住民の協働というガバナンス改革のみならず、行政と住民の

パートナーシップのもとでの行政経営を論じると共に、行政官僚制的行政管理の枠組みのも

とでは交渉も相手の琴線に触れないから、交渉も自己都合を優先させるテクニック的なもの

に終わってしまう。このことを 市の合併協議交渉をつうじて論じてみよう。

． 市町村の合併協議

コンフリクト・マネジメントは行政経営においても大切であるが、市町村合併協議を交渉

理論から論じたものは極めて少ない。そこでわれわれは、地方自治体の合併協議を一つの事

例として交渉論的に分析する。守秘義務があるために知りえた情報をすべて開示して論じて

いるわけではないが、市の行政改革委員・会長として市町村合併問題に主体的に参加しただ

けに、その経験も踏まえて論じている。この事例は過去に 町村が合併協議会を形成して、

村が離脱して、残りの 町村が合併して市になり、 村は独自の合併協議会で検討したが

合併しなかった。その後の環境の急変によって市に合併したいという申し入れがあり、さら

に県知事の合併協議勧奨があり、合併への期待が高まったが、 村の新設合併、合併特例区

を設けて議員定数の一定の確保や地元優先の公共工事の配分など要望書 項目が合併するに

当たっての最低の条件として公文書として県に提出し、その内容が 市にとって無理難題と

しか思えず、合併申し入れを撤回させたという事例である。
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どのような裏交渉がなされたかはわれわれの知るところではないが、新聞報道（特にロー

カル新聞と言われるものが役立った）、県関係者や市の職員などにヒヤリングして、一定の

内容を知りえたので、主体的経験と客観的観察を並立させて交渉理論をベースにして論じて

いる。詳しい引用文献は拙書 組織の交渉と調停 （文眞堂、 ）等を見ていただきた

い。さらに地方自治体を行政管理的には分析されてきたけれども、われわれは経営学的行政

経営の立場から論じていて、競争原理が作動しにくい領域では既得権益が温存されやすい文

化が形成されていて、その文脈を知らないと行政改革も計画倒れになってしまう。

それゆえわれわれは、市町村合併も行政改革の一環として論じるが、多くの町村では地方

財政健全化法の施行もあって、単独で行政運営を担えるような環境条件ではなくなってい

る。かつては合併協議会から離脱した村でも、もはや単独では行政がやっていけないことを

自覚しており、行政当局や首長がこれまでの文脈を捨てて新しい対応をしようとしても、既

得権益者の反発を大きくして、世論も二分されるという苦しい状況が、合併相手に無理難題

と思えるような要望として表出してくるという事も理解できないではない．ただ交渉理論的

には合併協議に当たっての問題点を持ち出すのは良いとしても、知事の合併勧奨に悪乗りし

たのか最低の条件として 項目の実現となると、交渉相手としては厳しい状況のもとで行政

改革をしているのに、まさに無理難題として受け取らざるを得ない認識になってしまう。か

つて合併協議会から離脱した村に対しての感情的な反発もあるかもしれないが、 村は広域

消防組合のメンバーでもあり、敵対的交渉をしなければならないような権力依存の状況では

ない ）。

たしかに市町村合併は国策であって、約 の自治体が 以下になり、さらに基本的に

は人口 万人以上の地方自治体を形成しようとしているから、さらに合併は促進される。総

務省は 県に対して合併数が少ないとしてクレームをつけていて、地方分権、地方自治とい

う法を尊重しなければならないので正面だって強い要請はないが、やはり県内の市町村合併

を促進したいのである。その路線に従って旧 町村が合併して 市が発足したが、 村は離

脱して 村合併をめざして合併協議会を設立したが、 村の協議は難航して、 年 月に

解散した。しかし国の三位一体の改革に伴う補助金や地方交付税の削減で、 村とも財政が

逼迫する見通しなので、 年に新合併特例法（ 年 月末までの時限立法）の適用を受

けられるうちに 市へと合併したいと合併協議を申し入れていた。 村の単独の財政状況

は悪くなかったが、連結会計になると悪い、悪くなくても将来負担の大きい 村に対して

市は慎重に検討していた。県のハード、ソフトの両面の支援があれば、もっと真剣に合併協

議をしても良いと考えていた。その後知事の合併勧奨があったので、本格的に合併交渉をし

てもよいと 市の首長、議長は考えていたし、県との合併交渉条件を詰めたいとむしろ期待

していた。かねてから 市は県との交渉機会を待っていたが、県知事の合併協議勧奨はまさ

に渡りに舟であって、このチャンスを捉えて、合併を促進させようとする県に条件交渉しう

る機会が与えられて、合併交渉に積極的になりかけていた。しかし、 村が県に提出した合

併協議申し入れ要望書の最低実現 項目の無理難題には大いに失望したのである。
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新合併特例法の大きな特徴として、知事勧告など県の機能強化がある。 市、 村は県が

どれだけ力を入れて調停をしてくれるかを期待していた。県の市町村振興課では、合併協議

会が立ち上がり、合併するまでに最低 年はかかるので、 年度中に合併協議会を設置し

なければ合併は厳しいという見方をしていた。その上で県には積極的に合併を支援する用意

があるとして、 市が対応を検討している間にも県でできることはないかと考えていて、合

併の枠組みづくりに積極的な姿勢を示していた。いわば県が合併への強力な仲人になったわ

けであるが、合併当事者の意向を無視することはできないので、 市が 村への返事を待ち

わびていた（朝日新聞、 年 月 日）。

市に 村の村長、議会議長から 市への編入合併の申し入れがあったが、態度を保留し

ていた。しかし県知事から二つの地方自治体との合併を前向きに話し合うように 勧奨 が

あって、 市議会の全員協議会で協議をしたが、市長が公務のため欠席したので、結論は出

なかった。 度目の全員協機会を開催するが、合併して間もない 市にとって、新たな難題

を背負い込む編入合併は時期尚早という雰囲気が支配的であり、もう少し時間を置いて考え

たらどうかという慎重論が大半であった。具体的な調査や検討に入る必然を指摘する議員も

いて、次回の全協で 知事勧奨 の受け入れを前提にしての方向づけという公算も少し出て

きた。行政当局も県の市への対応や 村の状況など客観情勢を見極めて、慎重に対処しよう

とした。そして、村側から合併協議が提起されてから ヵ月を経て、二つの村への合併協議

の回答と言うよりも、大きな意味と意義を持つ知事からの勧奨への対応が優先すると一部の

議員と市幹部は考えている。市長の意向も確認したうえで、議会も進めるか辞めるかを判断

する。というのも 年には市長と議会議員の選挙もあって、早い決着がもとめられてい

る。 市は厳しい財政状況にあるので、 年度の予算案を編集作業中で、団体などへの補

助金はさらに ％カットへ動き、一部を除いて新規事業を極力抑制する方針である（奈良日

日新聞、 年 月 日）。

こうして 市の編入合併交渉は 村と言うよりも、実質的には県との交渉になる。無理に

市に 村の編入合併を勧奨するなら、それだけの負担がかかる 市としては県が 市のた

めにしてくれる条件を協議したいわけであって、いわば合併交渉を県としているわけであ

る。 警察署と 警察署との統合による の規模縮小に対して県はどの程度配慮してくれる

のか、あるいは県の浄化センターが市に移管されることになるが、その膨大な負担金に対し

て県はどの程度助成してくれるのか、セットでの交渉の余地は大きいという。

この合併協議の問題はまだまだ交渉の余地が大きく、旧 町の住民は合併での損失を言う

人が多く、住民投票したら住民の民意を反映して編入合併の話をつぶすであろう。しかし市

当局に 知事勧奨 の意味解釈を含めて、駆け引きでなくとも、合併協議交渉の場を設けて

検討して結論を出すことに反対していると言うわけではない。小国の外交官が大国を相手に

外交交渉しているように、上位行政機関として大きな権限を持つ県を相手に 知事勧奨 を

テコにして 市に有利なように交渉することは容易ではない。しかし高度の政治的判断を含

めて、県と協働して知的創造性を発揮していけば、 市にとっても納得のいける条件になっ

て、ウィン ウィンの交渉も可能になる。ここでは県と市のコンフリクトを調停する人に

よって、 市に対してどのような財政支援をしてくれるかである。それは金銭的支援でなく

ても良い。市立病院のハード、ソフトの両面にわたる支援など、交渉のテーブルで論じ合え
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ることは広範にわたろうから、どのように交渉していくかである。

村に対して合併条件として年次計画を立てて合併するまでにどれだけ財政赤字を減らし

ていくか、さらに一旦合併協議から離脱した 村に対しての住民感情は決して好意的なもの

ではなくて、この住民の感情的反発に対しての配慮を欠くと、合併交渉はねじれる。

われわれとしては 市の行政改革委員として色々なことを実験していく場が与えられてい

て、合併協議交渉などで多様な対応が考えられるのであって、コンフリクト・マネジメント

の実践の場にもなっている。制約された合理性や情報の非対称性もあって、合併交渉を有利

に展開しうる状況ではないが、客観的な観察者としての冷静な判断と共に交渉の主体的な参

加者として能動的活性を発揮してこそ、行政改革も実を結ぶ。抑圧や妥協ではなくて、双方

が利する条件とはどのようなものであるかを市長、市議会、市幹部は検討して、一方的に合

併へと押し切られることを避けたい。県との交渉には高い交渉力と幅広い知識やそのネット

ワークを必要とするが、県としてもてこずらせる相手との交渉は得意ではなくて、交渉能力

がすぐれているとは思えない。 フェファーの言う資源依存モデルのように経営資源の優

位性は交渉のバックとして有利に展開しうる条件設定になっていても ）、弱者は何もかも従

順に従うという 強者の思い込み は足元をすくわれる。エネルギーを一点に集中して交渉

すれば、弱者のねばり強い集中力が難局を突破して、財政負担を少なくすることもできよ

う。 市が 村を合併すると、県の福祉事務所は利用できず、市に業務が移譲されて生活保

護費の 分の の負担になる。

シェリングは 交渉のゲーム理論 を展開したが ）、経済学者は合理性信奉が強いの

でエレガントな交渉になるが、われわれは資源依存モデル的交渉であって、そこへの 選択

と集中 は劣位の者の交渉として戦術的優位性を保ちうる。逆の戦略を超えての政治的ガバ

ナンス対応やマスコミを利用したやり方もあるが、自己の組織的能力を超える事はできない

し、あげ底の幻想を持つことはむしろ危険であるといえよう。

一連の行政改革をつうじての行政と住民の協働によるガバナンス改革、住民との接点を強

く意識する住民密着型の対応が議会の議員にも求められていて、議員も利益誘導型から市民

対話型へとシフトしなくては、当選も危うくなってきている。それは市政と緊張感のある議

決権を再構築して、市当局との信頼関係をはぐくむ土壌の形成にもなるが、駆け引き型の政

治はもはや信頼を欠いて取引のコストを高めるだけである。住民は議員に対して信頼をもた

らすような誠実な対応を求めていて、たとえば議員定数の削減、報酬削減、倫理条例策定、

男女参画条例の策定などを実行しなくては、議員の誠意が疑われる（奈良日日新聞、 年

月 日）。民意を反映した政治を地方自治体の住民は求めていて、これは行政官僚制の枠

で動く行政職員に対しても厳しい目を向けることになる。ローカルなことこそ住民にとって

直接的に利害にかかわるだけに、 お任せ 委任の時代は終わっている。

学究という観察者が行政改革の担い手と言う行為主体者になるケースは少ないが、このよ

うな行政組織に内在して行政職員と改革を論じ合う機会をえたことによって、たとえば

バーナードの 経営者の役割 （ ）を内在的に理解しうる。これは裁判所の調停委

）
）



員としてコンフリクト解決の調停実践を担ってきて、観察者視点と当事者視点を重ね合わせ

て、そこから実務を経た経験を観察者視点で論じることもできる。主体と客体を分離させる

のではなくて、主 客統合の論理はこのような経験を踏まえて現実のものにしている。しか

し経験と言うのはきわめて限られたものであって、そのために行政改革においてもバーナー

ド理論から学ぶのであって、自分のきわめて限られた経験からだけでものをいうのは危険で

あって、それは大きな偏りをもたらす。コンフリクト・マネジメントは様々な文脈で論じら

れるから、文脈を異にすることは良くあると言えよう ）。

次にその後の合併勧奨の経過について述べよう。 市への合併を協議するために 村は

項目の要望を最低の条件として出したのであるが、それは合併をぶち壊すような過大な要望

であって、 市側は無理難題として受け取った。今までの村の自治的機能を温存しながら、

たとえば議員定数を維持の合併特例区にして、すべての負担を 市に押し付けるようなもの

で、財政状態の悪い 市としては負担ばかり多くてメリットのない合併を市民感情を考えれ

ば推進できない。交渉の条件が多すぎて、まともに合併協議の交渉をしうる内容ではないと

判断した。いわば相手の事情を全く考慮しなくて、一方的に自己都合を飲むのが条件と言う

合併交渉では、入り口で話が終わってしまう。自己の特権を確保して、財政的負担を 市に

背負わせるような合併では、虫が良すぎるというか、 市の現在おかれている危機的な状況

を全く理解しようとはしなくなり、このような得手勝手な合併申し入れは、 市の住民感情

を著しく悪化させて、もう 村とは将来にわたって合併をしょうとはしないし、救済合併も

ありえないものにしてしまう。

そこで将来に禍根を残さないように、 市側は 村に対して合併協議申し出の撤回を交渉

した。 市の市長と議長は 月 日、 村村長と 村村長を相次いで表敬し、 村の 市編

入協議に応じない意向を伝えて、了承された。市長は 月 日の市議会の全員議員協議会

で、市と 村とが共通のテーブルに着く環境にないと 破談 を表明して、議会の同意を得

ていた。市長は、 村が 月 日に県知事に提出した、最低でも 項目の実現が合併の条件

である、合併特例区設置などの 市との合併協議内容 への強い反発が破談の引き金に

なったという。 年 月 日に 村の村長、議長が文書で申し入れた合併協議を見合わせ

ると正式に報告した。合併の条件として、最低でも 項目の実現と言う文言から発した一連

の経緯から 破談 になったが、広域消防組合、ごみ、し尿、病院など広域的な対応が求め

られているので、改めて連携のあり方を論じて、今後にも含みをもたせている（奈良日日新

聞、 年 月 日）。

ただ 村の 市への編入は全くたち切れになったとはいえない。合併交渉は難しいことが

多く、市長も胃の痛む思いのしどうしという。県知事から合併協議勧奨をされた 市として

は前向きの対応を促され、新市まちづくりへの支援を約束された市長としては気持ちが動い

たのであろう。この機会に県政に対する要望として、市立病院の新病棟の建設に加えて医

師、看護師を含めてソフト面での支援を期待していた。事実上の合併勧奨であった。県指導

の話し合いのテーブルについて、市にメリットのあることを実現しょうと市長はアクション

を起こそうとしていた。 村が知事の求めに応じた合併協議の最低条件としての 項目を出
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したが、合併特例区などと大上段に構えたから、市長は 話が違う と逆鱗に触れたと言え

よう。最低の条件でも 項目の実現といわれると、もはや文字通りに解釈すると交渉の余地

をなくしてしまい、むしろ交渉には入れなかったともいえよう（奈良日日新聞、 年 月

日）。

ここで 村の合併協議勧奨に乗じた最低条件要望 項目は情報が開示されていないので

（要望撤回）、私なりにまとめてみる。県実施事業の優先採択と言うのは地元の業者の既得

権益を守りたいと言う赤裸々な姿が濃厚に示されている。農林業・観光業の振興策の県支援

は、いかにも県知事の勧奨によってやむなく 市と合併するということになるかわりに、代

償として県支援が当然といわんばかりの要望といえよう。いわば 村は県に対して高飛車な

要望をしたわけであって、それが合併協議の最低の条件になるから、合併協議の調停者とし

ての知事も困ったことであろう。議員定数の特例の適用、合併特例区の設置など、編入合併

を拒否する姿勢を示している。小中学校の将来的存続やバス運行堅持などの生活のライフス

タイルにかかわるので真剣に考えられよう。過疎対策（通学費補助、過疎債による事業）の

継続、郷土芸能を守る取り組みの継続、若者定住対策の継続、簡易水道施設設備の改修、ケ

アハウス、ディサービス、センターの村内社会福祉法人への指定管理の継続、僻地保育所の

将来的存続など、最低の条件としては数多く、認めがたいものもあって、 村は自己保身だ

けに精力を傾けたと言う感じで、交渉を成立させようという姿勢ではない。もちろん合併し

なくても、広域市町村領域での政策提携はなしうるし、それが将来不安を取り除き住民に安

心感を高めるならば、あわてて合併しなくても良いわけである。それには住民に疑心暗鬼を

もたらすのではなく信頼を ）、そしてその行政組織にどれだけの洞察力、想像力、推進力が

あるかということになる。

．合併交渉の分析

交渉というのは論理だけで行うのではなくて、人間を仲立ちにして感情、利害、そして確

執、文脈、背景を含めて交渉がおこなわれる。あまり無理難題な条件を提示すると、交渉が

合意される見通しは全く立たず、交渉に入る前に決裂してしまう。交渉には力関係をバック

にした敵対的交渉と、共通の利害や価値観のもとでの協調的交渉の二つがある。市町村合併

は長い歴史的プロセスがある隣接の市町村との合併なので、文脈、背景をほぼ共通させてい

るので、若干の条件設定において取引コストを高める駆け引きを排除できなくても、いわば

コンテキスト（文脈）を共通させての合併協議であって、条件提示にしても交渉相手の利害

や立場を全く無視したような交渉条件では、敵対的交渉ととらえるのがふつうである。とこ

ろが、 村はこれまでの合併協議申し入れ時にはなんら 項目の申し入れをしていないの

に、県知事あての 市との合併協議 （重点要望）を 月 日に提出して、それを 市に

） 印
南一路 ビジネス交渉と意思決定 日本経済新聞社、 、「信頼がなければ、人間関係も組織間関係も
著しく非効率になる」（ 頁）。田村次朗、一色正彦，隅田浩司 交渉学入門 日本経済新聞出版社、
、「交渉では相互理解や信頼感を醸成することが大切で」（ 頁）ある。



月 日に公文書として手渡した。 村は合併協議勧奨に働く県当局の要請に応える形で

項目を提示したが、それは県、市、村の話し合いの 材料 でないと釈明している。しか

し、事実は、県に合併協議申し入れ要望書として最低の条件 項目として公文書として受理

してほしいと県に迫ったのである。県はもっと交渉の方法があると説得したが法の規定上、

受理しないわけには行かなかったのである。その情報を 市がすぐにキャッチしていたかは

不明であるが、 市としては昨年の協議申し入れ時に 項目を提示すべきであって、合併協

議前の条件提示はおかしいと市長も議長も反発した。そこで市側は 村に 合併協議申し入

れの撤回 を促したのに、 月 日には村長が市長に公文書を手渡したと言う背景がある。

村も議会も 市の態度に対して対応に躍起になり、会合や議員全員協議会を重ねる。交

渉にならないと言うことで、 市からの 申し入れ撤回 に議会も難色を示したが最終的に

は村長が応じた形になっている。それを受けて、市長は 日の議会全議員協議会と 日の記

者会見で、 日には 村村長、 日には 村村長から 合併申し入れ撤回文 が届いたと

いって、合併協議の終焉を宣言した。どのように県、市、村の間に不協和音や軋み、コンフ

リクトがあったかもわからないが、合併協議を勧奨した県知事の要望を聞く趣旨を、県当

局、特に担当の市町村振興課は市や村に適切に伝えたのであろうか。 村としては、本当は

項目全部が最低の合併協議の条件とは思っていなかったのではないか。 市としては苦心

して 合併特例区 的な区長の廃止と地域事務所の縮小を行政改革の目玉として推進し、実

現もしてきたが、それ以上の経営権限をもつ 合併特例区 は市の財政負担を大きくするだ

けで、行政改革に逆行するだけに 市の市長や議長らを 村のやり方は県の権勢をバックに

した 敵対的交渉 であるかと思い大いに刺激した。 村の 項目の言い分を実現すると

なったら、 市の危機的財政状況が急速に悪化して財政破綻をしかねないほどの財政負担を

もたらす。過疎債の発行による事業の継続にしても、 市としては一部は地方交付税で穴埋

めしえても、将来負担比率を高める借金をふやすだけである。 市に巨額の財政負担を強い

て、しかも 合併特例区 という自治区のもとで自分らの権限は将来にわたって持続させた

いと言う 市にとっては何のメリットもない合併を県や国の後押しで進められても、地域づ

くりの主役である住民の感情的反発は大きい。非公表の 項目の全項目を 市の住民が知っ

たら、確執をこえて住民間の全面的な対決に至って、前回の 村と 村の合併協議会離脱と

合わせて、将来にわたって合併協議の機会を封じてしまう。

ここでは申し入れ書撤回という大人の知恵を評価したい。実際の協議ではいくつかの項目

は引っ込める余地はあったと 村の幹部は言うが、ほとんどの項目が 市にとって負担の大

きいものであって、厳しく行政改革を推進している 市にとっては、さらに次年度は一段と

歳出の削減に努める。これまでの行政改革を無にするような 村の 項目の要望は、ハード

な交渉を必要とする敵対的交渉であって、しかも駆け引きの幅も常識的に見ればあまりにも

大きすぎる。

公文書の文面は簡潔であって、小中学校の統廃合なしの現状での存続には耐震構造にする

ための費用がかかり、場合によっては、老朽化した校舎を建て替えるので、投資費用も大き

い。 項目は合併協議における最低限の条件と文字通りに解釈した 市の市長は、交渉で二

つ三つ減らしても、 市の財政負担にはほとんど差はない。いわば途方もない過大な合併協

議要件を抱える交渉は、いくら 市側の方が交渉力がましであっても、交渉で 項目のほと
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んどをくつがえすことは不可能と考えているのは、交渉理論的には当然のことであろう ）。

常識人にとっては、条理にかなった要望とはとても思えないのである。

外国との異文化間のビジネス交渉においても共通の利害に焦点を合わせて、立場、面子、

プライドにとらわれないで妥結に向けて交渉しているのに、 村側は 市の財政状況や行政

改革の推進の結果としての区長の廃止や地域事務所の大幅な縮小と言う事情を何ら考慮する

ことなく 村の一歩的な 項目の要望は、合併協議に断層をもたらしたようなもので、 縁

談 の破談のように後から再度燃え上がらすには、よほどの優れた調停人を必要とするであ

ろう。当事者間の交渉ではまさに断絶しなくても、非連続な関係になる。

県知事が調停者として割って入ろうとしても、 市の市長は常識人として財政的に不可能

な、事実、早期健全化団体への転落という実質公債費比率 ％をこえるような 合併特例

区 に基づく財政負担や、過疎債発行の事業の継続にしても将来負担比率 ％を超えるイ

エローカードになるようでは、県知事が 市の財政的負担を軽減するような財政的負担を具

体的に実現してくれない限り、地方財政健全化法対策ができなくなってしまう。

そうでなければ 市は、行政職員の給与を ％下げたり、補助金、助成金を削減し、ゴミ

の有料化や公共事業の圧縮など強力に行政改革を推進してきたことが徒労に終わってしま

う。なんとむなしいことかと行政職員や住民は思う。市長でなくても無理難題を突きつけら

れたと思うし、それが住民の総意であろう。このような無理難題を受け入れても早期健全化

団体、財政再生団体に転落してしまっては、住民間にヒビが入るだけではなくて、感情的に

大きな溝ができてしまう。 市の市長がした 終息宣言 は地方財政健全化法対策としても

当然と言える。交渉の余地の乏しい合併協議の 項目の要望は、どのような合併協議の舞台

裏があろうとも、交渉理論的には時間の無駄遣いで現場が疲弊して行政コストを高めると言

う判断は的確といえる。難産の上での交渉の成立と言うのとは交渉の次元を異にしている。

対等の新設合併ではなくて 市への編入合併であっても、無理難題の過大な要望としかとら

えられないのは、実質公債費比率が ％近くの死守ラインに近づき、経常収支比率が ％

をこえて、全国の市のワースト・テンに入る 市としては、 村の合併協議 項目の要望

は、確執以前に 村の本当の本心はどこにあるのかを疑わざるを得ない。本気になって身を

捨ててでも合併をしたいという意欲が何ら見られない後味の悪い、合併相手の置かれた地方

財政健全化法対策と言う司法的状況を無視し、さらに心血をそそいだ 市の大掛かりな行政

改革を徒労にすることになりかねない。

年 月末には合併特例法の期限がくるが、この法による合併特例債（事業費の ％は

あとで国が地方交付税で面倒を見るという）の発行が可能であっても ％は自己負担の借金

として増える。今となっては 市にとって地方財政健全化法対策が至上のものになってい

て、何ら 村や 村が合併条件を付けなくとも、編入合併に伴う財政負担は生じるのであっ

て、仮に県知事に白紙委任であっても、 市に厳しい財政状況のもとで県の浄化センター移

管問題にしても 市の負担はきわめて大きくなり、市の福祉事務所の地域拡大によっての生

活保護費による財政負担は増える。いわば県の負担を市が肩代わりするようなことが多く、

） レビスキー、 バリー、 サンダース 交渉力 （高杉尚孝監訳、小西紀嗣訳）マグロヒ
ル・エデュケーション、 。



今は一層きびしい行財政改革が行われているのに、 無理難題 では合併協議への意欲をな

くしてしまう（奈良日日新聞、 年 月 日）。

次に、調停人の立場から 市への 村、 村の合併協議申し入れの問題を論じよう。 市

の市長、議長は近く県知事を表敬して 合併協議 の見送りを伝える。 村が紛争拡大を恐

れて 申し入れ撤回 へ動いた背景には、あまりにも無理難題で 市の方から強い要請が

あったということである。合併問題について市長は 月 日午後の議員全員協議会で 破

談 を提起して、議会が同意した。事実関係としては 月 日の議会全議員協議会の直前に

市長を表敬した 村村長は、 市には知らせていなかった、そして後で知って市長や議長ら

が強く反発した知事への 月 日付け 項目 を添付して、村の総意であるということを

伝えて、市の回答を求めた。財政的に苦しい 市の市長は、財政負担をさらに大きくする

合併特例区 など編入合併になじまないで財政負担を大きくする内容が盛られていて、県

知事の合併協議勧奨で合併協議に応じても良いという内容とはかけ離れた無理難題しか取れ

ないので、合併協議に応じられないと市議会全員協議会にて了承されたことを伝えた。その

翌日 月 日に記者会見で 協議終了 を宣言した。市長は非公式にすでに 村が県の地域

振興部長に知事あてに 市との合併協議 （重点要望）を提出した内容をキャッチして、

とても市としては対応できる内容ではないと認識して、交渉決裂の形をとるよりも 申し入

れ撤回 を強く求めた。 村村長には 月 日の時点で 年 月 日の合併協議申し

入れ撤回文 をすでに市長に手渡していたので、 市への対応は 村と 村とでは異なる。

ここでもう一度、事実関係を記しておく。 村の村長、議長が連名で合併協議勧奨をした

県知事に提出した 市との合併協議の重点要望 が 月 日に市に伝わり、県の勧奨に期

待していたのに、対等合併といえる新設合併に近い財政的に不利な条件を示されたと市長、

議長らが態度を変じて反発した。 項目の要望は無理難題を突きつけられたと解釈した市長

は、 要望は村民の総意という以上、知事から合併協議の話し合いの勧奨があってもとても

交渉を進められる内容でない と判断して、議会に合併協議問題は ご破算 だと議会に表

明した（奈良日日新聞、 年 月 日）。

調停人の視点から公正、中立に交渉当事者の合併協議の事実関係を見たつもりではある

が、 市の行政改革委員・会長という立場にとらわれた部分があるかもしれないが、裁判所

の調停委員をしてきた経験を生かして公正を心がけている。 村は決して取引コストを高め

る合併協議申し入れ 項目を駆け引きの材料としてあとで減じていくという強気の交渉・若

干の譲歩という交渉スタイルを貫いたとはいえない。 村の内部事情も決して一枚岩ではな

いから合併協議までに論点を絞って過大な要求にならないように工夫されたかもしれない

が、村民の総意ということで、まず合併協議をする県知事にありのままの民意をあつめて

重点要望 として提出したと思われる。それは合併協議の 仲人 とも言える知事の力に

よってかなり実現するかもしれないという期待もあったであろう。県知事なら立場上、 市

を説得して実現していく経営資源を有しているという期待もあって、赤裸々な要望になった

のかもしれない。しかし 村の交渉相手は 市であって県知事が当事者ではなくとも、知事

が調停人としての力量を発揮しようとしたことも期待していたといえよう。他方、 市とし

ても県知事が合併協議を勧奨するくらいであるから、県の市町村振興課を含めて合併協議の

お膳立てをして、交渉がスムースにいくように県の手腕と財政的支援を期待していたであろ
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う。この時点で市長も議長も合併協議には前向きで、県がどのような斡旋をしてくれるかを

楽しみにして、県の調停に対して折り合いが付けられるように交渉したいと事前の手配はし

ていたと思う。

それが 市の行政的常識では考えられない無理難題といえる 項目の提示なので、合併協

議をしてもムダだから、将来のこともあるので、交渉決裂というかたちをとらないで将来の

話し合いの余地をもつということで、 合併協議申し入れ撤回 という形で終結するように

村、 村に話しかけたのである。 市が強く要請したから無理やりに申し込み撤回をさせ

たということではなく、交渉妥結の見通しがたたないというので、行政機能の戦略的提携や

組織間の協働事業を増やす芽はつぶしたくないという配慮から、 申し入れ撤回 という穏

便な方法をむしろ考えたといえよう。

村では連結会計の財政状況は極めて悪いから、合併しないとやっていけない気持ちが

あって、むしろ合併をしてもらいやすい条件に自己改善していこうという気持ちがなかった

とは思えない。 村は実質公債費比率では ％のライン近くになっているから、 市も地方

財政健全化法対策で苦しんでいるということは同じ広域連合の一員として知っていたであろ

うし、財務当局は同じ苦しみの地方自治体として合併してもらいやすい条件をむしろ設定し

たであろう。このような財政的配慮があれば、その前の合併協議会からの離脱はあっても、

そのしこりを取り払って、協調的交渉のもとで折り合いの付けられる条件設定になったであ

ろう。 村村長は交渉の担い手として一定の交渉事例を検討して対処し、 市の台所事情に

見合うように交渉して合併協議を県知事の調停の下で三者が折り合えるように土俵を作ろう

としたとはおもえる。しかし、多数の利害関係者を抱える村内事情のために、それを総花的

に組み込んで住民の総意ということで高望みの要望になり、大きな逆機能になり、まさに

意図せざる結果 になった事例といえよう ）。

今日では地方自治体の合併交渉も大きく異なっていて、かつては合併協議会でそれぞれの

言い分を通す合併特例区など地区のかなりの自由裁量を認める地区分権型の形も取りやす

かった。しかし今では、地方財政健全化法対策として行政組織の効率を高めて実質公債費比

率や将来負担比率を下げるなど懸命の行政改革を多くの地方自治体は求められていて、編入

合併という形での市町村合併が主流になり、自由裁量の大きい合併特例区という形は行政効

率を下げて合併効率を下げると言うことで認められなくなっている。 市においては高給の

区長への反発もあって、 年に合併してできたが、住民の強い反対によって 年 月に

は区長は廃止になり、地域事務所もさらに規模、人数、権限も縮小している。議員定数も

人から 人になり、次の選挙では 人に議会で決定している。

このように地方自治体は地方財政健全化法の公布から大きく変わり、 年には施行され ）、

） ギデンズ 社会学 （第 版）（松尾精文，他訳）而立書房、 （ ）。 マートンは官僚制の
逆機能を論じ、 官僚制に固有な要素の一部が、官僚制そのものの円滑な機能にとって有害な帰結をもた
らす可能性がある、と結論づけた （ 頁）。
）地方財政健全化法に基づいて つの健全化判断基準がある。 実質赤字比率（一般会計等の赤字の状況
を表す指標）、 連結実質赤字比率（一般会計等に病院や下水道などの会計を加えた全会計の赤字の状況
を表す指標）、 実質公債費比率（地方債の単年度返済額の負担の重さを表す指標）、 将来負担比率（地
方債の残高や公社・第三セクターにかかる債務など将来負担しなければならない負債の大きさを表す指
標）である。市町村にとっては、それぞれ ％、 ％、 ％、 ％以上になると早期健
全化団体に転落する。



効率を高める行政経営に転じている。さらに行政組織でも交渉能力が求められ、改革におい

ても交渉することが多くなっている。それは欧米流とは異なることも少なくない。

シャルマによれば、日本で腹を割って話をすればうまくいくというのは、日本の

信頼的価値観を反映しているという。 腹を割る という行為は、 赤裸々な姿を見せ合う

こと が互いの信用を高めるという、日本独自の価値観から生まれた文化である （

シャルマ 喪失の国、日本 （山田和訳、文春文庫、 年、 頁）という。 インドの商

取引では、双方が条件を出し合って、時間をかけながら妥協点を見出す。相手の立場を理解

するために時間をかけるというより、相手を説得することに主眼がおかれる。裏経済におい

ても、リベートの額に関しては同じように行なわれる （ 頁）。このように、 互いに 赤

裸々な姿 つまり弱みを見せ合ったりはしない。むしろそのような面を隠しつつ、強い態度

で交渉に臨むのが一般的である （ 頁）。

今日では交渉でもスピードが要求される。そしてしかも交渉では外圧に脅され強制されな

いとしないのでは、全く対応ができていない。 時間稼ぎをして、約束を果たそうとしない

と信用を失う。だれでも、尻に火をつけられれば、あわててその気になって履行する。尻に

火がつけられる前にやるかやらないかが、勝敗を分ける （板垣英憲 政治家の交渉術 、成

美文庫、 、 頁）と板垣英憲氏はいう。

はたして 村は本気になって合併協議を推進しようとしたのであろうか。このような最低

条件 項目の要望では、合併交渉はもともと無理と考えていたふしはなかったのであろう

か。 交渉は、本気になってかかっていかなければ中途半端になり、失敗するのは目に見え

ている。しかし、最初から値踏みして諦めたのでは、展望は絶対に開かれず、何も始まらな

い （ 頁）。 村の中途半端な態度がネックになったのではなかろうか。

市にしても 村の内部が大きく二分されていたら交渉相手が複数いることになる。さら

に合併相手に 村も存在する。 交渉相手が、複数いる場合は、利害が錯綜して、調整が難

しい。一番強力な相手の 建前 と 本音 を正確につかみ、自分の利益に相応しい解決方

法を見つけ出すことが必要である （ 頁）。そして 村としての最低の条件としての 項目

が本当に勝ち取る見通しが立っていたのであろうか。 勝利 が確信できなければ、交渉に

は、踏み出すべきではない。失敗が目に見えているからである。勝利のための条件をしっか

りそろえてから、交渉に臨むべきである （ 頁）。

こうしてみると合併交渉に当たっての情報は明らかに不足している。最低の条件としての

要望 項目はどこから出てきて、県に公文書として受理させたのであろうか。 優れたリー

ダーは、情報を宝物のように大切にする。情報収集に人材や資金を惜しんでは、第一級の情

報をつかむことはできない。ましてやどこから攻めて行けばよいか、わからなくなる。情報

がないのに交渉に臨むのは危険である （ 頁）。 市側としても、そもそも 村や 村との

合併はお荷物と思う人が多く、負担の大きい合併はコリゴリと思う人も多い。そのために口

実があれば合併を拒否したい気持ちも底流にあって、知事の合併協議勧奨があってもよほど

県が 市のために支援してくれない限り、乗れる話ではないと考える人々の方が多数派では

なかったか。 交渉には、強力な味方をバックにしているほうが心強い。交渉の趣旨や目的

をしっかりと説明し、理解を得てから交渉に当たれば、絶大な支援と声援を送って励まして

もらえる。説明に手を抜いてはならないのである （ 頁）。このことは 村でもいえること
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であって、内部が分裂していれば、すべての要求を最低の条件として提示しなければならな

かったのかもしれない。

． 交渉理論的な学習

われわれの意図は欧米の交渉理論が日本の特殊組織的文脈でどの程度、実践的有用性をも

つかを検証することであった。ユーリーやフィッシャーのハーバード流交渉術のウィン

ウィン解決もその一つであるが ）、それを市町村合併交渉にも適用しょうとしたのである。

交渉理論は国際ビジネス交渉ではかなり研究されているが、行政組織ではほとんど学んでい

ない。古い歴史的、社会的、文化的な文脈の中での妥協やすり合わせを人間関係を軸にして

行い、そのために首長同士が腹を割って話し合うなど、とりたてて交渉理論を用いたもので

はなかったから、場合によっては途方もない要望になったり、軸がぶれたり、政治家が暗躍

したりして、公正かつ明示的な交渉というイメージを与えなかった。

われわれの検証では交渉理論を双方が学んでいたら市町村合併ももっと建設的に協議され

て、合併がスムースになしえたであろうと思うことが少なくない。そこで事例研究として

市と 村の合併協議を取り上げ、その事例内容を述べた後、交渉理論的に分析する。ここで

は日本の交渉の仕方や調停のあり方も論じて、交渉や調停の理論の重要性を論じておきた

い。そしてまた、地方自治体の行政改革においても交渉力や調停力があれば、改革が進むこ

とも示しておこう。

ハーバード流交渉術のウィン ウィン解決は日本でも有効であるが、日本では当事者間の

信頼関係を築いて、相互の利益を確認して、腹を割って話を進められる状況づくりを大切に

する。条件設定にあたって 優位性のゲーム はあるが、資源依存モデルでいう権力格差を

露骨に示すと失敗しやすい。苦境の相手に助け舟を出すのも誠意として受け止められて、信

頼のきずなを強くする。感情的に反発しているだけでは先の一歩が出ないし、結局は、人間

が交渉を担っている。自己利益や保身、ケチな功名心がかえって、交渉を踏み込んだものに

しないで、交渉がもとに戻ってしまうことは少なくない。よどんだ空気のもとでの交渉は難

しい。組織の保身というものが最優先して、改革に役立つ有能な人であっても、ケースに

よっては切り捨てられてしまう。 村にも人間と人間がぶっかりあい、相手の心を開かせる

人材もいたであろうが、登用しなかった。自己保身だけでは交渉は進展しないし、交渉の本

筋を間違えてしまう。市町村合併問題においても知事の合併協議勧奨は、いわば千載一隅の

絶好の交渉チャンスであって、それを自己都合ばかりで 項目を最低の条件として提示して

しまっては、絶好のチャンスをつぶして自爆してしまう。これでは全く交渉戦略を欠いてし

まっている。合併相手の神経を逆なでするような無理難題の要望書になっていては、もはや

合併交渉を継続して行う気力をなくさせてしまう。知事の合併協議勧奨に対して 市は敏感

に反応して合併に応じてもよいし、病院のハードおよびソフトの支援という限定した絞った

要求で知事の意向にそうべく決意をしていたのに、 村は知事の虎の威を借りてむしろ要望

） フィッシャー、 シャピロ 新ハーバード流交渉術 （印南一路訳）講談社、 。



をエスカレートさせたのは、 市が発したシグナルと逆方向であった。 市はぶれない交渉

方針を一貫させていて、県の支援の下で合併しようと決意していたと言えよう。新設合併で

なく編入合併であっても、 市と 村のパートナーシップを信頼関係のもとで構築しょうと

して、だから、 村を冷遇したり従属化させようということはなかった ）。この点で対等の

関係になっていて、特権を付与しなくても対等なパートナーの姿勢のもとで合併を具体的に

協議しょうとしていた。日頃のコミュニケーションを欠いていたのか、相手の動向がそれぞ

れつかめなかって、 意味と意図の循環的応答 をもたらさなかったと言える ）。このよう

な失敗の反復が合併協議をぶち壊し、文脈を合わせることをさらに困難にしたと言える。ま

た信頼関係の欠如が、交渉を大きくぶれさせたとも言えよう。相手が柔軟に来ればこちらも

柔軟に、相手が高飛車にくればこちらも高飛車にと言うことになり、決して 市の対応が間

違っているというわけではない。 市としては合併に関してはブレることなく、考えを一貫

させてきた。今でも知事の調停があれば応じて合併交渉を進めるのにやぶさかではない。

この 市の合併協議の事例は今後の合併交渉にも影響を与えるので、知りえたことをすべ

て記述しているわけではない。守秘義務があるだけではなくて、次の合併交渉に当たって手

の内をすべて明かしてしまうことになるので、あえて次の段階の交渉プロセスは省略してい

る。逆に合併交渉が 破談 にならないで、交渉がかなりまとまりを見せていたら、交渉の

仕上げ段階の色々な利害の調整や知事の調停もあったであろうから、現実的に合併してから

でないと記述できなかったであろう。失敗から学ぶことは大切であって、 市も 町村の合

併協議が成功してこそ 市として存在している。この合併交渉のプロセスの解明も大切だ

が、成功した事例は全国でも多く、紙数の関係もあって、ここでは述べない。交渉理論的に

は失敗から学ぶことは多いのである。初歩的な交渉理論を欠いていたがゆえに合併交渉に失

敗したというのが、われわれの結論である。

当事者間の交渉が行き詰まった場合には、すぐれた調停者がいれば、交渉力が劣っていて

もことが解決することは少なくなく、裁判所の調停制度では多くの交渉の行き詰まりを打開

して、双方がともに満足する調停も少なくなく、日本では調停ということが重きを置かれて

いる。その分当事者間の交渉は決してすぐれたものとは言えず、特に市町村の合併では法律

的、財政的な裏づけがあっても ）、なかなか合併が推進されていないのは、それぞれの文脈

に埋め込まれているからであると論じえても、やはり交渉をうまく生かすレベルに達してい

なかったからではないかという疑問である。そのために合併が 破談 になった 市の事例

を検討するが、これまでは交渉理論的に照射することはほぼなかったといえよう。逆に交渉

とは権謀術数だというイメージを持つ人も少なくなく、権力でねじ伏せるというやり方であ

る。これは市町村では抵抗が大きく、うまくいかない。

地方自治体の行政改革をより推進するために、交渉や調停の理論を用いるのがわれわれの

立場であるが、それは行政改革委員や裁判所の調停委員としての経験を生かしたものであっ
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） 第 章 本当のことを言う を参照のこと。
）
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て、決して抽象的な理論だけに頼っているわけではない。地方自治体の行政改革委員として

取り扱った領域は広く、一般会計予算書だけでも膨大なものですべてに目を通したわけでは

ない。しかし行政組織を行政経営的視点から改革していく姿勢はぶれることなく一貫させて

いる。すなわち今日のグロバリゼーションが進行してローカルな地方自治体も世界経済の枠

組みに組み込まれているので、地方交付税にぶらさがるような行政管理はできなくなってい

て、自ら主体的に、そして組織倫理的に自己を律して行政経営を営む時代状況になってい

る。行政官僚制の枠組みでは、環境適応ができなくなってきて、組織間関係をつなぐ事業シ

ステムのもとで行政組織のダイナミズムを必要としている ）。

ドラッカーが論じたように、自由とは責任であって、地方自治体が国の下請け的

な業務委託機関から脱して、自己責任を追求される行政経営の時代に突入している。地方分

権、税源移譲、三位一体の改革というのは、地方自治体に経営の自由を与えるが、その分、

責任倫理、組織倫理を貫くことを求められているのであって ）、今日の行政経営は自由 責

任経営といえるものであって、自ら主体的に責任をもって財政規律を確立していかなければ

ならなくなり、地方財政健全化法がその規律を求めるものである。それゆえ行政経営とはこ

れまでのように国に責任を転嫁してきた行政管理から脱して、自己責任を徹底させる自由

責任経営になっていて、より一層の経営的な努力を求められる。戦略的提携などの組織間関

係をうまく結びつけつなぐ、個別の枠を超えた行政経営への転換、いわば国の援助に依存し

ない、自己を定立させて下請け機関から脱却して、自由 責任経営を実践しなければならな

くなっている。そのために自主財源の確保と歳出を削減して、そして将来負担比率を下げ

て、自らの責任のもとで自由裁量の幅を広げて行政経営をしやすくして、自由 責任経営を

より促進していくことを行政改革の課題にしている。

このような行政経営の発想は行政官僚制の枠にとらわれた行政管理ではできないし、むし

ろ責任を回避する体質を有していた。そのために行政管理のもとではコンフリクト・マネジ

メントが発達せずに、市町村合併においても自己の言い分をいうだけで、相手との信頼関係

を構築して交渉したり、 意味と意図の循環的応答 のような交渉プロセスを欠いたりして

いる。交渉理論を学んでいれば、全く譲歩の余地のない最低の条件としての 項目などの要

望書は交渉を断絶させることに気づいたであろうし、知事の合併協議勧奨という絶好球を空

振りして、しかも合併交渉をしにくい雰囲気をつくって、文脈を共有させる機会を失ったの

はなんとも惜しい。

閉ざされた行政官僚制のもとでは、自由裁量の余地を排除する論法かもしれないが、それ

は交渉というものを硬直的にして、調停者も条理にかなって互譲を求めていくやり方を取れ

なくしてしまう。調停者は開かれた公正な立場で当事者間の利害対立を地域全体の全体的整

合性を追求する立場から双方の利害調整に一歩踏み込んで調停しえたであろう。自己の言い

分だけ言うのは交渉というものでなく、将来の安心、安全、安定のために自己規制して、市

町村合併へと舵を切り、それをなしうる条件を提示することが交渉である。

逆に 村が理路整然と主張したらどうなるであろうか。佐久間賢教授によれば、 理路整

）宇賀克也 地方自治法概説 （ 版）有斐閣、 （ ）。
）谷口照三 責任経営の学 としての経営学への視座 環太平洋圏経営研究 号、 。



然と主張する ことは、主張したい内容を相手が理解できるように整理し、相手の考え方に

合わせる説明（相手の考え方に合うような説明）することを意味しています （佐久間賢

交渉戦略の実際 、日経文庫、 、 頁）。 一般に、われわれは感情が高ぶっている時

には、このように（自分は犯人でないから、犯人ではない）、 そうだからそうだ 式の説明

をしがちになります。しかし、これは交渉では、最も避けなければならない点です。やはり

自分も相手も説得できるだけの理由により、自分の主張をきちっと説明しなければなりませ

ん （ 頁）。理路整然と説明することは、論理的に説明することであって、結論を導き出

す過程で代替案をいくつかをあげ、その中から結論を選ぶ方法がある。その交渉のステップ

として、 まず、解決すべき問題点を明確にする、 次に、その問題点を解決するための代

替案を可能な限り用意する、 そして、それぞれの代替案について、長所と短所を分析し説

明する、 代替案の中から、問題点を解決するのに最も良い案を選び、それを結論とし、そ

の理由を説明する（ 頁）。

たとえば、合併の条件として最低でも 項目の実現あってこそと結論付けるのではなく

て、 項目が問題点として提示して、それぞれの譲歩しうる度合いを論じて、交渉の結果と

してどうしても譲歩できない項目が残って、調停者がいても譲歩できない場合に交渉が決裂

したりするのであって、問題点と結論をゴッチャにして、あたかも 項目が交渉を経ても全

く譲歩できないと始めから結論づけては、交渉をこわしたりする。 村の事例も編入合併さ

れる村が、新設合併（対等合併）のごとく、合併特例区の設置や議員の定数特例の適用など

市としても難航する事案を最低でも 項目の実現があってこそ、合併が実現されると言う

ような表現では、問題点と結論をごちゃ混ぜにしてしまい、合併実現には 項目が最低の基

準になり、とても交渉する余地はないといえよう。奈良日日新聞などの新聞報道では、 項

目の実現がありたい姿であろうが、全く譲歩しない項目ならば、問題点が結論になって、交

渉の余地はない。調停者としても 項目が譲歩しない最低の条件として位置づけているなら

ば、調停するだけでエネルギーと時間のムダであって、早々と合併協議を打ち切ることが賢

明な策になる。

調停者の立場で 項目を検討してみると（詳しいことはわからないが新聞報道による）、

診療所の新築は市立病院の分院的存在として国、県の支援、過疎債を発行して雪対策やアク

セス対策として、 区の歯科診療所のように存続させうるし、とくに国民健康保険を利用し

た豪雪などアクセス対策として設置は考えられる。小中学校の将来的存続にしても、今日の

高額なバス料金を考えると、 小学校 中学校は県教育委員会の支援や 市教育委員会の教

育的配慮や地元の人々の教育的支援によって決して存続が不可能なことではない。少子高齢

化対策、過疎対策として僻地でも公設民営化等で存続させることも検討されるべきことであ

る。介護・看護にしても施設は 市もしくはその指定管理者による運営は高齢化対策として

継続しうる可能性はある。観光振興として公社を利用したり、解体しても委託事業は継続し

うる。まだ過疎債を発行できるので、地方財政健全化法対策の範囲内で過疎債の発行による

事業は必要に応じて継続しうる。補助金、助成金が減少しても郷土芸能を守る取り組みは継

続しうる。極端な過疎化を避けるために地区の若者定住対策は継続しうる。また、生活者の

ための大規模な上下水道設備は無理でも、要望の簡易水道施策設備の改修程度は基本的生活

権を保障するためにできる。車の運転ができない高齢者や通学、通勤を含めてアクセス（病
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院への通院を含めて）、バス運行のための助成金もしくはコミュニティバスの運行はなしう

る。地域資源の活用やその振興策の県への要望は 市と協力して働きかけられる。県実施事

業を 市の他地区とのバランスを考えても、合併協議を進めるために期限を切って優遇する

ことも考えられる。各種新聞報道によるので 村の合併協議申し入れ要望書 項目を的確に

捉えていないかもしれないが、その他の補完的情報によって補い、もしわれわれが裁判所の

調停委員のような中立、公正な立場で調停したら、 市と 村との合併協議が調停者の調停

案をたたき台にして交渉し、 市への財政負担を大きくすることなく、一定の時間をかけて

結論ではなくて 項目の問題点を交渉し、そして調停者が調停を繰り返し、県知事が合併協

議勧奨を別の具体的な形で 村と 市に勧奨による斡旋案を地域の文脈に即して提示すると

いう手続きを踏む交渉プロセスであったら、 項目の提示が最低の条件だと結論付けない問

題点の提示として交渉していけば、 村の要望もかなり採択される交渉になりえたと言えよ

う ）。

コンフリクト・マネジメントを担ってきたわれわれとしては、市町村の合併協議申し入れ

要望書の作成には、村の将来を大きく左右するので、要望書を問題点として記しても自己の

立場ばかり主張して、受け入れる相手方の交渉余地を無くしてしまう書き方を公文書ではす

べきではない。それは交渉に関しての初歩的入門書、佐久間賢 交渉力入門 （日経文庫、

）や同 交渉戦略の実際 （日経文庫、 ）を読めば村の普通の行政職員でも、たや

すく理解できることである。

村は奈良市に編入された村などの事例やその後の環境変化によって、総務省が推進した

村の編入合併の条件変化にも気づかなかったのであろうか。県知事が合併協議勧奨をした事

例だけに調停者たる県知事に納得してもらえる条件づくりや、ある程度の自由裁量をあたえ

る条件設定をして結論ではなくて問題点を提示しておけば、同じ 項目の要望書でも弾力的

に交渉できるし、調停者も手腕を見せる場を設定できたであろう。他の選択肢（ ）

がなく、合併特例区の設置や議員定数の特別の適用が認められなくても、交渉のプロセスと

して他の選択肢や時限付特例の検討の余地を与えるような問題点の提示になれば、結論とし

て要望は実現されなくても、他の項目での配慮や項目以外の新たな配慮で合併協議を推進し

うる条件設定をして、ともに知恵を出し合い、双方が満足する フォレットのいう

統合的解決 やその後のハーバード流交渉術のユーリーなどのいうウィン ウィン解決も

不可能ではないと言う事例である。

公平を欠くので 村の合併協議では何の条件も付けていないが、 村と歩調を合わせて合

併協議をしてきただけに 村と条件に格差を付けられることは想定していないから、類似の

ことが提示されると想定される。合併協議に入ってから条件をつけることはよくあるし、既

に 市になった旧町村と格差をつけることは想定されていない。合併協議申し入れを撤回し

ても、将来の法改正に備えて定期的に協議の場を設けて本音というか駆け引きで手の内をみ

せないというゲーム理論的なことではなくて、腹を打ち明ける日本流の交渉の仕方をへて、

時間の経過と共に、交渉の仕方、交渉のための文章のつくり方にも工夫して、合併しなくて

） フリードベルグ 組織の戦略分析 （舟橋晴俊、他訳）新泉社、 。行政職員が規則を弾力的に解
釈して、 規則に手心を加え、地方の文脈の中にそれを挿入できるようにしなければならない （ 頁）
という。



も、提携などで話し合う機会がふえるであろう。 村を理不尽といじめることが目的ではな

いし、広域消防組合や、地域振興や観光振興で協力しあえる事も少なくない ）。また合併協

議で話を煮詰める場を持てるかもしれない。事実関係としては問題を先送りしてしまった結

果になったが、地方財政健全化法対策として、組織間のネットワーキングを構築して協力し

あっていけばコストの削減できる領域も少なくないであろう。

．おわりに

行政組織を組織論的に考察しながら、地方自治体の行政改革委員として行政改革に取り組

んできたが、そこには派手で奇抜なものはほとんどなく、いわばきわめて基本的な課題がキ

チンとやれているかという程度のことでも大きな改革につながる。そういった基本的な課題

に一つひとつ愚直に取り組んでいった結果、かなりの財政支出の削減になり、職員間のヨコ

のコミュニケーションがあれば、そして公共性、公益性を重視してそれに応答する責任倫理

があれば、組織の改革はさらに促進される。行政職員と住民のコミュニケーションにしても

一見して冗長になって非効率に見えても、そのちょっとした言葉のやり取り、対人的な接触

が住民に安心、信頼を与えて、住民の支援をつなぎとめることにつながっている。まさに行

政と住民の協働のベースをなす。住民は金持ちだから、高額所得者だから大切にするという

商品経済化の論理ではなくて、住民は住民として平等の行政サービスが受けられるのであっ

て、身分階層の区分をしないで安心、安全、安定的に行政サービスを享受しうる公正で平等

な態度こそ、地方自治体の信用を高めてきた。

取引交渉においてもこのような信頼関係を行政組織は構築してきたのであって、組織倫理

性も高いといえる。そういったなかで市町村の合併交渉がおこなわれていて、権謀術数を用

いるものではなくて、その点で倫理的なウィン ウィン交渉を行ってきて、行政組織が策謀

とか取引コストを高めるような術を推進してきたと言うことはない ）。だから合併協議にお

いて相手を困らせるようなことは自主規制、自粛して交渉を行うことが多い。

市と 村の合併協議申し入れ要望書の最低条件 項目は、対等合併以上の合併特例区や

議員定数の確保など 市の行政改革の努力を踏みにじむ無理難題と受け止められて、交渉の

形をなさず要望書を撤回するという形で合併が 破談 になったケースである。事実関係を

知ることは容易ではなかったが、新聞、県、市など複数の人々からヒヤリングをして、私な

りに認識マップを作成した。そのマップを利用して交渉理論に基づいて分析している。行政

官僚制が貫かれて、地域に歴史的、社会的、文化的な文脈に深く埋め込まれた 村は、県知

事の合併交渉勧奨にいわば悪乗りして、最低条件としての 項目の実現を知事の威光をベー

スにした交渉になりうることを前提にして、絶好の有利な条件で合併しうる機会と考えて県
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） 第 章 組織間関係と全社構
造 の戦略的提携（ ）を参照のこと。
） 日本人の交渉者は、直接的な影響力の利用と間
接的な情報探索をブレンドした技の使い手である。このモデルは日本の文化内の交渉では大きく成功して
いるが、異文化となると問題をはらむ。米国人と取引交渉を行った日本人は、この文化スタイルを維持し
ていなかった （ ）という。
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に公文書を提出したのであろう。その内容を 市として知らず、その後の 市への要望書の

提出で、「想定外」のとても合併に至りうるようなやさしい要望ではなかったので、いわば無

理難題を持ち込まれたという認識になって、「破談」を宣告するようになった。交渉理論をふ

つうに学んでいれば異なった展開になったであろうが、交渉理論的には合併協議交渉に初歩

的なミスがあったと言える。




