
 

23 

 

 

 

第 ２ 章 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
合併の必要性とその効果 



第２章 合併の必要性とその効果 

24 

１ 合併後の都市規模 

（１）人口規模 
村上岩船地域 5市町村の合併後における人口規模は、2005 年（平成 17 年）国勢調査で

は 70,705 人であり、佐渡市の 67,386 人を若干上回り県内では燕市に次ぐ 8番目の人口規
模となります。 
また、65 歳以上の高齢者は 20,445 人であり、総人口に占める比率は 28.9％と約 4人に

1人が高齢者となります。 
人口の将来推計（封鎖型）においては、2015 年（平成 27 年）で 62,088 人、2025 年（平

成 37 年）には 52,396 人と見込まれていますが、合併を契機とした新しい都市づくりや地
域イメージの向上、新市まちづくり基本計画に基づく主要施策の推進などにより定住化が
促進され、人口減少の歯止めが期待されます。 
 

（２）区域面積 
合併後の新市総面積は、1,174.24k ㎡で新潟県の総面積の 9.3％を占め、面積は県内最大

となります。 
行政区域が広くなることから、一部にその対応を心配する声がありますが、今後、合併

による行政体制の整備にあたり、情報通信ネットワークの整備や旧市町村役場等を総合支
所又は分庁舎として存続することとしており、行政サービス面では機能の維持確保が可能
となります。 

 

（３）産業規模 
合併後の就業者数の合計は、2005 年（平成 17 年）国勢調査では 34,056 人となっており

ます。また、産業別構成については、第１次産業 10.9％、第２次産業 32.7％、第３次産業
56.4％となります。 
農業については総農家数 4,920 戸、農業産出額 210 億円、漁業（海面）については漁業

経営体数 214 経営体、漁獲高は約 17 億円、林業については総林家数 2,044 戸となります。 
工業については事業所数 291 事業所、従業者数 4,786 人、製造品出荷額等 684 億円、そ

して商業については商店数 1,173 店、従業者数 5,609 人、年間商品販売額 960 億円となっ
ております。 
今後、経済のソフト化・サービス化の進展や産業構造の変革等により、第１次・第２次

産業から第３次産業へのシフトが予想されます。こうした中、合併を契機として各種地域
振興施策・事業の実施、産業立地の向上や地域資源の有効活用、異業種間の連携等により
産業の振興が期待されます。 

 

（４）財政規模 
合併後の財政規模は、平成 17 年度の構成市町村及び一部事務組合の歳入歳出決算合計

額でみると、歳入額が 319 億 5 千万円、歳出額が 312 億 9 千万円となります。地方税財政
の三位一体改革により合併後の財政事情は厳しいものが予想されますが、人件費など合併
によるスケールメリットと合併推進債をはじめとする優良な地方債を有効に活用しつつ、
行財政の効率的運営を行い、財政健全化を図ることが可能となります。 
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２ 合併の必要性 

（１）地域特性及び社会経済の展望からみた合併の必要性 
① 高齢化や行政ニーズの多様化への対応 

圏域内の人口減少と高齢化の進行により、地域の活力が低下する一方、行政ニーズ
が複雑多様化し、かつ、増大する懸念があります。また、高度福祉社会への十分な対
応や環境保全、廃棄物処理に係る適切な対応等は、現在の個別市町村ごとの財政力を
勘案すると厳しいものがあります。市町村合併によりそれらの効率化と重点投資を行
うことが必要です。 

② 生活圏の拡大への対応 
交通網の整備により、住民の生活圏が拡大しています。本圏域においても、交通イ

ンフラの整備やライフスタイルの変化により、通勤・通学や買い物などの行動範囲が
行政区域を大きく越えて広がりを見せています。これに対応し住民の利便性を向上さ
せていくためには、現在より広域的な広がりの中で公共施設の利用が可能となるよう、
地域づくりやまちづくりをすすめることが必要です。 

③ 地域間競争力の強化 
わが国の経済は安定期に入り、地方公共団体間の格差がはっきりと現れ、いわゆる

格差社会の問題が顕在化しているところです。都市の好景気とは裏腹に地方経済は軒
並み停滞感が否めません。こうした中、地方分権の推進に伴い、自らの課題は自らが
解決していくという独自性が求められ、これまで以上に地域経済を活性化し地域間競
争力を高めるとともに、特色ある地域を構築していく必要があります。そのためには、
地域の総合力の向上が不可欠であり、市町村合併によって戦略的かつ重点的な施策の
展開を行うことが必要です。 

 

（２）行財政からみた合併の必要性 
① 地方分権の進展への対応 

地方分権の進展は、自治体の運営において、国県の関与が少なくなる反面、行政執
行能力の違いが様々な行政サービスや地域活力に大きな格差をもたらします。国は、
従来の国に依存してきた地方財政の体質を改善させ、あわせて国家財政の健全化を図
るため、地方への税源移譲と補助金の廃止・縮減、地方交付税制度の見直しを三位一
体で行い、その結果、一部都市等を除き多数の団体が財源不足に陥っています。もと
もと税源の乏しい地方の小規模自治体は自立した行財政の運営が極めて困難な状況に
なることは明白で、既に、財政再建団体へと転落した団体もあり、今後も続く団体が
あるとの懸念があります。こうした理由からも合併により早期に自治体のしくみを合
理化・効率化し、行財政基盤を立て直す必要があります。 

平成 19年度地方財政計画では、地方交付税の配分額は、対前年度比 4.4％減の 15

兆 2,027億円となっており、地方交付税特別会計借入金などを含めた地方の債務残高
は 199兆円と見込まれています。新型交付税制度への試行期間が平成 19年度から始ま
り、この影響額が不透明となっています。このような厳しい地方財政の中にあって、
市町村は、住民にとって最も身近な地方公共団体であり、住民の負託を受け、地方分
権を確実に進めていくためには、市町村合併による財政基盤の確立と行政組織機構の
改革を図ることが重要となります。 



第２章 合併の必要性とその効果 

26 

② 行政組織体制の整備・合理化の必要性 
自治体にとって、自らの行政組織体制の整備を図り、行政サービスにおける効率化・

合理化を推進することは差し迫った課題となっています。現在までも、広域行政を通
じ、効率的な事務処理が行われてきましたが、より責任所在の明確化と簡素で効率的
な組織体制を整備することにより、行政経費の縮減を図り、時代に見合った行政サー
ビスを展開していくことが必要です。 

 

３ 合併の効果 

（１）住民の利便性の向上 
・ 行政区域が拡大するため、これまで他の市役所や町村役場だった所のどこでも住民

票や印鑑証明などの窓口サービスを受けることができるようになり、利用する窓口
の選択肢が広がります。 

・ 生活の実態に即した小中学校区が設定可能となるほか、保育園などの施設利用範囲
も広がります。 

・ 利用が制限されていた他の市町村公共施設（スポーツ施設や文化会館など）が利用
しやすくなります。 

 

（２）サービスの高度化・多様化 
・ 市町村の規模が大きくなると、女性政策や都市計画、国際化、情報化等の専任の組

織・職員を配置することができ、より多様な個性ある行政施策の展開が可能となり
ます。 

・ 従来、採用が困難又は十分に確保できなかった専門職（社会福祉士、保健師、理学
療法士、土木技師、建築技師等）の採用・増強をはかることができ、専門的かつ高
度なサービスの提供が可能となります。 

・ 行財政基盤の強化で安定的な行政サービスの確保が期待できます。 

・ 公共的団体の統合や新設が行われ、多様な事業、広域的な事業等の展開が可能とな
ります。 

・ 職員間の競争意識が促され、有能な職員の登用ができるとともに、研修の機会も増
大され、職員のレベルアップにつながり行政のレベルも向上します。 

 

（３）重点的な投資による基盤整備の推進 
・ 重点的な投資が可能となり、地域の中核となる充実した施設の整備や大規模な投資

を必要とするプロジェクトの実施が可能となります。 

 

（４）地域づくり・まちづくりと施策展開 
・ 広域的視点に立って、道路や公共施設等の整備、土地利用、地域の個性を活かした

ゾーニングなど、地域づくりやまちづくりをより効果的に実施できます。 

・ 環境問題や水資源問題、観光振興など広域的な調整、取組み等を必要とする課題に
有効な施策の展開が期待できます。 
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（５）行財政の効率化 
・ 総務、企画等の管理部門の効率化が図られ、相対的にサービスの提供や事業実施を

直接担当する部門等を充実させることが可能となるとともに、職員数を全体的に抑
制することができます。 

・ 三役や議員、各市町村に置くこととされている委員会や審議会の委員、事務局職員
などの総数が削減され、その経費が節減されます。 

・ 広域的観点から、スポーツ施設や文化施設等の公共施設を効率的に配置することが
でき、将来的に類似施設の重複整備を避けることが可能となります。 

 

（６）地域のイメージアップと総合的な活力の強化 
・ より大きな市町村の誕生が、地域の存在感や「格」の向上と地域のイメージアップ

につながり、企業の進出や若者の定着、重要プロジェクトの誘致が期待できます。 

・ 地域の総合力が向上し、全体的な成長力や苦境を乗り越える地域力が強化されます。 
 

４ 合併の不安に対する対応 

（１）地域のあり方 
① 地域の個性や特徴の喪失不安への対応 

合併後の地域づくりやまちづくりに関しては、総合支所などを基点として、既存の
地域コミュニティ組織の育成支援や新しい自治組織等の編成により対応がなされます。
また、地域文化等の伝承や保存などについても、関係団体との連携を図るとともに支
援を行います。 

② 合併後の周辺部に対する対応 
市町村合併後においてもさまざまな個性を持った地域が一つの行政体となり、それ

ぞれの個性を生かした総合的・一体的な地域づくりやまちづくりを行う必要がありま
す。こうしたことから、新市においては、地域の状況に応じ必要な施設整備を行いま
す。その際にも、地域バランスを十分勘案し、地域の個性と機能に応じた施策の展開
を図っていきます。 

また、周辺部における過疎化や高齢化の進行等に関しても、合併後、すぐに抑制効
果が働くものではありませんが、過疎化を抑制するための総合的な定住施策の実施や、
高齢化に対応した行政サービスの提供、また社会基盤の整備等は、合併することで財
政基盤が強化されることにより可能となります。 

③ 住民の意見を行政に反映させるための対応 
今後、住民参加型の行政運営が一層進むものと思われ、住民の声をきめ細かく行政

に反映させる新しい体制づくりが求められます。新市においては、旧市町村ごとに、
審議会（地域審議会）を設置し、地域の意見を施策に反映させる仕組みを確立します。 
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（２）行政サービス 
① 市役所や町村役場、公共施設が遠くなり、現在よりも不便になるのではないかという

不安に対する対応 
これまでの合併事例をみると、合併以前の市役所、町村役場等は合併後も支所等の

機能を持ち、活用されるのが一般的です。現に、当合併協議会での協議においても、
そのような形で確認されています。 

新市においては、本庁と支所をオンラインで結び、どの窓口でも住民票や諸証明の
交付等同じサービスの提供が可能となります。また、地域に密着した各種行政サービ
ス面においても、必要な職員を配置すると共に、ICT機能（情報通信技術）を有効に
活用してサービスの向上を図ります。 

また、その他公共施設の利用面でも、旧市町村の枠を超えた利用が可能となり、選
択肢が広がります。 

② 公共施設等の統廃合に対する不安と対応 
公共施設等については、社会情勢の変化に応じ、柔軟に運営していくことが求めら

れています。用途の転換や統廃合等については、今後、状況に応じて行う必要があり
ます。また、広域的な観点から交通体系の整備を図りつつ、公共施設の適正な配置を
行うことにより、行財政の効率化と利便性の確保が可能となります。 

③ サービスの質や使用料等の水準についての不安と対応 
行政サービスに係る市町村間の格差を是正するとともに、事業ごとに必要な調整を

行い、可能な限りのサービス水準の確保と使用料等の住民負担の抑制と安定した運営
に努めていきます。また、時代のニーズに見合った新しい行政サービスの導入につい
ても、既存のサービスの見直しなどを行いつつ、適切に需要を見極め対処していきま
す。 

 

（３）行財政効率化 
① 広大な面積による行財政効率低下への不安と対応 

一般的に、合併により人口規模がある程度大きくなるにつれ行財政の効率化は進む
ものの、反面、面積が大きくなることにつれ効率化の効果は逓減すると考えられます。
このため、新市においては、本庁と支所間を情報通信ネットワークで結び、効率的な
行財政運営を目指します。 

② 中長期的にみると、財政規模が相対的に小さくなることの対応 
合併新法でも、合併後の地方交付税の算定には引き続き特例措置が継続され、合併

の初年度から７年間は、仮に合併しなかった場合の交付税の合計額と新市で計算した
額の高い額を交付し、その後、５年間は逓減させる激変緩和の措置を講ずることとさ
れています。この財政支援のある期間に、適切な行財政の効率化を図り、新市におけ
る行財政の健全化を目指します。 

 

 




