
■合併市町村基本計画関係

No. 会場 性別 分類１ 分類２ 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1 6 男 1
１　環境基本計画

策定事業

地球温暖化の対策が見えない。計画的にやっていく必要があ
ると思う。

環境基本計画策定事業を予定。計画に沿って施策を実施。新
市の市長の考え方もあると思う。大きな理念は、新市がス
タートしてからと思う。

2 10女 1
１　環境基本計画

策定事業

新市において、環境全般に対してどこで対応するのか明確で
ない。

新市で環境基本計画を作成するので、そのなかで必要な内容
については盛り込まれると考えられる。

3 8 女 1
２　支所庁舎建設

事業

分庁方式は今後も継続していける自信はあるのか。

今後、基本計画に無い庁舎建設はありえないのか。

現在は、１０年計画に無い庁舎建設については必要ないと考
えている。しかし、今後年数経過していく中で、絶対に必要
ないとは言えない。

4 3 男 1
３　情報基盤
整備事業

上海府地区は、インターネットが遅い。任意協議会のときに
上海府地区に光ファイバーを積極的に推進をと要望したら、
新市になったらそういう話も出てくるだろうとの答えだっ
た。どういうかたちで進めていくのか。現状のままなのか。

ＮＴＴはの採算が合わないところは町村で整備をやってい
る。税金を使ってやるよりはＮＴＴがやってくれるところは
申込者を増やしてが基本。ＮＴＴがやらないところは公も入
りながら考えていかなければならないかなと思う。

5 3 男 1
３　情報基盤
整備事業

村上は今、ＮＴＴに約４００世帯の申込み。ＮＴＴは無理と
わかっている。沖縄の離島で自分たちで線を引いた事例を
ニュースで見た。新市での積極的な推進体制はとらないの
か。

新市まちづくりプランに地域情報基盤整備事業がある。神林
と山北がこの事業で整備されたのに上海府地区が未整備とな
れば同じ市民なのに不公平ということになる。そうなれば新
市の総合計画のなかで整備するという可能性は十分ある。

6 15男 1
４　生涯学習セン
ター・図書館ネッ
トワーク整備事業

基本計画のなかに広域図書館の改修６億がある。現在でも利
用価値があり自慢できる施設。財政状況がよくないので１０
～１５年先でもいいのでは。無駄を省いて実質公債費比率を
下げて、その計画、資料で住民説明会をすべきでなかった
か。

実質公債費比率の数値は、そんなに危険なものと思っていな
い。数字は魔物。現時点で算出できる数字で説明した。ご理
解を。

7 7 男 1
５　埋蔵文化財セ
ンター建設事業

財政状況がたいしてよくない５市町村が合併するのだから、
埋蔵文化財センターにこれだけの額を投資する必要があるの
か。市民の生活に密接に関わるところに配分を。災害に備え
た財政運営をしてほしい。

まちづくりプランに登載された主要施策の合計が１００億。
普通建設費等が１０年間で３００億から４００億。ここに書
いてあること以外は、何もしないということではない。どう
しても必要なものは揃えていく。新市になればふところ具合
を見ながらやっていくことになると思う。

8 8 女 1
５　埋蔵文化財セ
ンター建設事業

①埋蔵文化財センターの建設場所はどこか。

②廃校を利用してはどうか。

①建設場所は未定である。

②廃校の利用については現段階では未定である。

9 10女 1
５　埋蔵文化財セ
ンター建設事業

埋蔵文化財センターの建設について県での建設や廃校の利用
など、どの程度考えられているのか。

現在、利用されていない公共施設や廃校に山積みにされてい
る状態で展示できる状態ではない。
当初、埋蔵文化財センター建設については朝日村のみで計画
されていたが、他市町村からも多く出土品があったために計
画内容を変更して再検討したものである。

住民説明会で出された意見、質疑応答等　



No. 会場 性別 分類１ 分類２ 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1010女 1
５　埋蔵文化財セ
ンター建設事業

埋蔵文化財センターの建設目的は、収蔵庫としてなのか、集
客目的なのか。

計画の内容は原案として出されたものであるため、詳細につ
いては新市において検討してもらうことになる。

1113男 1
５　埋蔵文化財セ
ンター建設事業

埋蔵文化財センターの建設目的、活用方法について 現在の朝日村のみで当初計画されていたが、他町村からも出
土品が多くあるので全体で再検討。収蔵庫としての目的が主
であるが、一部展示も検討している。建設場所は未定。

12 4 男 1
６　ＪＲ村上駅
周辺整備事業

ＪＲ村上駅周辺整備事業は、新市で復活するのか。 新市で総合計画を作るが、ＪＲ村上駅の件は新しい市長や議
会が決めること。

1324男 1
６　ＪＲ村上駅
周辺整備事業

どこかの団体の借金まみれの合併という新聞折込チラシにＪ
Ｒ村上駅周辺整備に１０何億も必要と書かれていた。そのほ
かについても、本当のところを聞かせてほしい。

ＪＲ村上駅と西側をつなごうという計画。必要だが、ＪＲと
の協議が非常に難しいということで任意協のときはあった
が、基本計画にはあげなかったというもの。また、夕張市み
たいになると言われるが、夕張市は借金返済のために違法な
やり方で借金を重ねたもの。国県は、市がある程度の事業を
やれば、起債を制限する。新市は、夕張市のようにはならな
い。８００億の地方債があるが、その半分以上は、国からの
支援がある。なかには辺地債や過疎債という７０～８０％も
国から支援してもらえるものもあり、純然たる借金とは違う
ものである。

14 4 男 1
７　登載事業関係

その他

保育園の統廃合は行ってほしくない。
（地元に保育園がなければ地元で子育てをしようと思っても
子育ては出来ない）

基本計画に載っているからといって、全て実行するものでは
ない。
今後、時代の流れ等を見据えながら、計画内容を検討してい
く。

15 5 男 1
７　登載事業関係

その他

まちづくりプラン６ページの主要施策を約４年でやっていく
との説明だった。これだけの事業を各地域均衡をとってやっ
ていくというのはできないと思う。これらの事業の重点化と
か実施時期とかの検討内容について説明を。

説明が舌足らずだった。事業費がふくらむものが前半に偏っ
ているが後半にあるものも結構ある。それぞれの地域の必要
性や安心安全というものを基本に早く進めるもの、後回しに
する等があると思う。

16 5 女 1
７　登載事業関係

その他

生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業は、任意協
議会のときは１３億だったが７億になった。埋蔵文化財セン
ターは１億２千万が７億に増えている。経緯を説明された
い。

生涯学習センター・図書館ネットワーク整備事業について
は、当初、村上警察署の跡地の有効利用という構想があっ
た。また、広域図書館には多くの蔵書・資料があるが倉庫に
しまってあって展示されていないものが多く利用者が不便で
あるため、警察署の建物を図書館として改修整備するという
もので、１２億くらいだったが、お金をかけずに一部増築
し、１００人規模の研修室と駐車場を整備するという構想に
変わった。埋蔵文化財センターについては、当初は朝日村の
計画であったが、各市町村で埋蔵文化財が大量に出土してお
り、それは地域の宝だからきちっとした収蔵庫を造って後世
に伝えようということになった。４０００点を収蔵するには
約２５００㎡必要で７億くらいかかるというもの。



No. 会場 性別 分類１ 分類２ 質問・意見・要望等 左に対する回答等

17 5 女 1
７　登載事業関係

その他

合併は、住民が安心して暮らせるように進めていくのだろう
と思う。箱物は生きていくためにどうしても必要なものでは
ない。借金は、ここに生きる住民がかぶることになる。

ご心配のないように、借り入れをだんだん減らしていく。合
併して１つになれば、例えば工業団地は村上は完売したが神
林とかには空きがある。７万人の市になれば働く人が沢山い
るので進出しようという大企業も出てくる可能性もある。登
載事業は必要最小限のものである。苦しいが立ち向かってい
くという気概をもって一緒にやりましょうというのが合併。

18 6 男 1
７　登載事業関係

その他

新規の箱物は、借金のかたまり。どうしても必要なものに限
定すべき。生涯学習センターの整備に７億とのことだが、ど
のぐらい要望があるのか。埋蔵文化財センターは、類似施設
があるのではないか。７億になったが、１か所にまとめる必
要があるのか。山北支所庁舎は新築しないで、旧村上高校山
北分校を再利用するとか検討しなかったのか。

物を造る場合は、必要最小限のものに限定すべきと私どもも
考える。生涯学習センターの整備は、村上の中央公民館が大
変古くエレベーターもなく不便なためにその代替施設という
意味もある。埋蔵文化財センターについては、埋蔵文化財が
大量に出土しているが廃校に保管している状況。先人の文化
財を後世に伝えていくのも我々の務めと考える。旧山北分校
舎は、生涯学習施設として再利用する計画。災害時の重要な
場所として必要。

19 9 男 1
７　登載事業関係

その他

岩船の体育館建設について
（災害時の避難場所にもなるため建設を要望するもので
す。）

合併時の基本計画には予定されていない。
合併後、予定されている新市の総合計画に盛り込まれていく
と思われる。

2010女 1
７　登載事業関係

その他

基本計画のなかで建造物が多いが、箱物を造るための合併の
ように捉えられるが、そのような計画内容についてどのよう
に考えているか。

建造物の予算割合は全体の１割位であるので決して多いとは
考えていない。
福祉等についても、予算を盛り込んである。
今現在、考えられる内容で計画を組み、それを基本として新
市の財政計画を進めていこうと考えている。税収等の状況に
よっては、内容について見直し等必要であると考えられる。

2110男 1
７　登載事業関係

その他

基本計画で「人に優しい都市づくり」とあるが、説明には建
造物の事しかないが、ソフト面も計画に盛り込んでほしい。

基本計画について説明したのは一部である。人に優しい都市
づくりについても充実させるために必要な計画は盛り込まれ
ている。

2210女 1
７　登載事業関係

その他

基本計画で農林水産業の具体的事業が少ないと思われる。例
えば、人工林を造林しても後継者が高齢化しているなかで、
誰が管理していくのか。人材不足ではないか。

指摘いただいた内容について基本計画に盛り込まれているの
で、次回（８月５日開催）法定協議会の決定内容について、
後日確認していただければと考えている。
ホームページに第３回協議会のなかで基本計画の項目がある
ので、見ていただければと思う。

2311男 1
７　登載事業関係

その他

基本計画は、箱物中心。不要不急の事業が多いのでは。もっ
と検討する必要があるのではないか。

今日は概要版を配付した。原本は、もっと文章化している。
財政計画にはソフト事業も掲載している。



No. 会場 性別 分類１ 分類２ 質問・意見・要望等 左に対する回答等

2411男 1
７　登載事業関係

その他

ＪＲ村上駅周辺整備は今のところやらないと言っているが、
新市になったら浮上してくるのではないか。７億の生涯学習
センター・図書館ネットワーク整備事業、埋蔵文化財セン
ター、これは、朝日村に縄文の里という類似施設がある。老
朽化していることは承知しているが山北庁舎建設事業。これ
らは、必要なのか。

ＪＲ村上駅周辺整備事業は、ＪＲとの協議には実測が必要と
のことで、間に合わないために計画からはずした。新市の総
合計画では、住民の意見を聴いて出てくる可能性はある。埋
蔵文化財センターについては、現在、高速道路用地から出る
埋蔵文化財が沢山出ているのでそれを収蔵する施設。山北庁
舎については、緊急時の司令塔になるもの。地震で倒壊した
では困る。図書館については、蔵書が倍くらい眠っているの
ですぐに探せるようなシステムの導入と１００人くらい会議
室の増築。

2512男 1
７　登載事業関係

その他

郷土芸能・神楽等の保存に対して補助金助成等を検討しても
らいたい。

説明内容は建造物のみとなっているが、基本計画については
ソフト面についても計画内容に盛り込まれている。

2612男 1
７　登載事業関係

その他

神林村については、安心、安全は万全なのか？
(新市のまちづくりプラン概要版６ページ)

表の作り方がうまくなかった。
各項目の具体的に考えられる内容を抽出したものである。
（これが全てではない）
個別の対応等については、新市の総合計画に盛り込まれてい
くと思われる。

2712男 1
７　登載事業関係

その他

まちづくりプラン基本計画に載ってこないもので、危険な箇
所があり改修を希望するが、そのようなものの取扱いについ
て（基本計画に盛り込まれていないものについては今後も改
修等は行わないのか）

説明資料のまちづくりプランは概要版であるため説明した内
容が全てではない。また計画に載ってこない細かいものにつ
いては、個別に対応していく予定。

2813男 1
７　登載事業関係

その他

新たな雇用の場の整備についても基本計画に盛り込んでもら
いたかった。(意見)

説明にはなかったが、計画内容には盛り込まれている。

2916男 1
７　登載事業関係

その他

現在計画されている内容について今後見直し等はあるのか。 現在の計画内容を基に県等と協議していく。
内容に変更等あるときは、新市の議会等の議決が必要とな
る。

3021男 1
７　登載事業関係

その他

検討内容、計画事業はすべて決定されているのか。 基本的には内容に変更はない。
災害等があれば内容に変更があり得る。

3126女 1
７　登載事業関係

その他

合併時は人口が７万人となるが、５年後、１０年後の人口の
推移をどのように捉えているか。

まちづくりプラン基本計画概要版に記載されている人口の将
来推計によると平成２２年に６２，０８８人となっている
が、これは人口減少を防ぐための政策等を何も行わない場合
の推計である。
実際には、いろいろな政策を行うため資料のような推計には
ならない。



No. 会場 性別 分類１ 分類２ 質問・意見・要望等 左に対する回答等

32 6 男 2 １　地方交付税

地方交付税に依存する財政は危険である。国の借金は９００
兆である。また三位一体改革がきたらどうなるか。佐渡は、
それで破綻した。交付税で半分戻るとの説明だが、計算式が
あり補正がかかるので半分戻るとは言い切れない。少し厳し
くみたほうがいい。

建設計画が少し修正されてはいるが、それで佐渡が破綻した
というのは少し言葉としてきつ過ぎると思う。

33 8 女 2 １　地方交付税

地方交付税の国補助割合は今後変更ないのか。 国の補助割合については、ルールとして定められているので
それを信じるしかない。
現在も決して楽な財政状況ではないと思われるので、計画的
に返済していく予定である。

34 8 女 2 １　地方交付税

地方交付税措置の国補助割合を期待して借金が無いような説
明をされると住民は勘違いしてしまう。

安心、安全だという意味での説明内容ではない。大変な状態
であるからこそ、みんなで残高を減らしていこうと考えてい
る。

35 4 女 2 ２　地方債
（合併推進債除く）

①地方債の残高の利息にあたる分は、どのくらいの金額か。

②具体的な数字は、今、出せないということか。

①元利償還金のなかで利息が大体どれくらいかということだ
と思うが。上期は利息が多く、下期は元金が多い。平均する
と大体半々である。
②必要があれば元金と利子の内訳を示すことはできる。

3613男 2 ２　地方債
（合併推進債除く）

地方債の返済計画について額が多いようだが大丈夫か。 国の財政事情が厳しくなり、実施事業に対する国補助金の一
括交付が難しいことから財政制度のひとつとして使い分けて
いる。
現在の住民だけが負担を負うのではなくて、将来の人達にも
公平に負担してもらうために利用している。

3718男 2 ２　地方債
（合併推進債除く）

地方債の返済計画について。
（返済内容について不安な点はないか）

５市町村の地方債の内容について不安な点はなく安心してよ
いと思う。

38 5 女 2 ３　公債費

公債費の説明で大丈夫だと安心感を与える説明をしていた。
元利償還金は、県に決算カードで報告する数字に利息が付く
ということか。

地方債２７億の利息については、償還年限や借入先等が違う
ので、３年据え置きの１２年償還。市中銀行から年利２％で
借りるという仮定で試算した。

39 1 男 2 ４　人件費

人件費の削減効果について以前説明したときと効果額が違っ
ているがどうしてか。

前回の説明会の金額については特別職等の人員削減による効
果額を表示してあった。今回の資料の金額は職員数減少によ
る人件費の減少額を表示してある。

40 1 男 2 ４　人件費

職員の給料の取扱いについて
（旧市町村間での異動があった場合の給料額の取り扱い）

現行の各市町村での支給額を保障し、新市で新しい給料表で
取り扱っていくこととなる。（合併時に統一するものではな
い）

41 8 男 2 ４　人件費

合併後の職員の給料は一番高いところに合わせるのか。
（全員統一されるのか）

現行の各市町村での支給額を保障する。
新市で新しい給料表で取り扱っていくこととなる。
（合併後数年間で統一するのかという件については現在未定
である）



No. 会場 性別 分類１ 分類２ 質問・意見・要望等 左に対する回答等

4212男 2 ４　人件費

職員の給与体系の統一内容、統一方法について 現行の各市町村での支給額を保障し、新市で新しい給料表で
取り扱っていくこととなる。（合併時に統一するものではな
い）

4322男 2 ４　人件費

合併後の職員の給料は一番高い村上市に合わせるのか。 現行の各市町村での支給額を保障し、新市で新しい給料表で
取り扱っていくこととなる。（合併時に統一するものではな
い）

4427男 2 ４　人件費

国も地方公共団体もこれだけの借金をしてきた。そういう考
えをもっていたなら、今までの職員の身分と給料を保障する
反面、職員を民間の人と入れ替えるという発想も時には成り
立つと思うがいかがか。

民間の人とどうやって入れ替えるのか。公務員は身分を保障
されている。合併で職員の首を切るなんてことはできない。

45 8 男 2 ５　議員

議員の定数が最高の３０人となっているのはなぜか。
（最低の３０人ではないのか）

新市は地域が広範囲になることから、基準となっている３０
人で考えている。今後の人員の見直し等については、新市に
なってから検討してもらうべきだと考えている。

4611女 2 ５　議員
人口規模が同じような市に比べ、議員の数が３０人は多いの
でないか。

法定の上限を採用した。３０人でスタートするが、その後定
数削減ということも。

47 6 女 2
６　実質公債費

比率

実質公債費比率、後半は下がると記載されている。どのくら
いに下がるのか。

毎年０．７％ずつ下がると試算した。

48 6 男 2
６　実質公債費

比率

債務はそんなに多くないとの説明があった。債務負担行為は
別表になっていた。神林と荒川が大きい金額。地方債はあと
で国が半分を面倒みてくれるとの説明だが、国に依存するこ
とになる。考え方を改める必要があるのでは。実質公債費比
率は村上市は川口町と同じで１９年県内７位。合併する町村
の人たちは村上市に引きづられて財政悪化するとも言える。
借金は大したことないよという言い方はしないほうがいい。

１つの指標だけを見るとそういう指摘もあると思う。７月１
日号の市報に記載した各種指標の数値を見れば悪くないもの
もある。全体を見る必要があると思う。けして楽ではない
が、借り入れ残高を減らす努力をしようという計画。合併す
ると破綻するという情報は正しくない。

4911男 2
６　実質公債費

比率

実質公債費比率の説明がなかったが、村上市に引きづられて
財政が悪化していくのではないか。

１８％が高いか、２５％が高いかは国も県もあまり重要視し
ていない。分母の地方交付税が三位一体の改革により減るの
で、率は高くなる。比率の高い他市も多い。心配いらない。

5015男 2
６　実質公債費

比率

説明会資料にまさかこの数字が出るとは思わなかった。実質
公債費比率が１８％を超えると県と協議することになる。村
上市の統合小学校もこのせいで建てられないでいたのでは。
信頼できる数字で計画を立てたのか。

実質公債費比率が２５％を超えると一般単独事業が制限を受
ける。３５％を超えると学校や道路も直せなくなる。夕張市
は３８％。全国平均でも２０％を超える。１９％で財政破綻
はないと思う。

51 3 男 2
７　財政計画
その他

説明では借金を返していく話しか聞こえなかった。事業は、
しないのか。

１０年間で普通建設費等は３００億を超える。まちづくりプ
ランの普通会計事業の合計が約１００億。その差約２００億
ぐらいは登載事業のほかに使う。けして返すばかりではな
い。精一杯やれるものはやる。節約するところは節約する。
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52 3 男 2
７　財政計画
その他

市で病院を運営していくとかの事業計画は、ないのか。 合併を機会に何か特別にやるとかは、ない。例として病院の
話があったが、むしろ一生懸命にやっている厚生連と協力し
ていくほうがいい。

53 4 女 2
７　財政計画
その他

財政シミュレーションの説明があった。地方交付税の特例で
一本算定になったときが厳しいと思われる。もっと長期のシ
ミュレーションを出すのが行政の責任だと思う。１０年間と
いうのはなぜか。

１０年先の日本経済を予測するのは難しい。あまり長い期間
は正確に読めない危険性も。その時点、時点で考え、見直し
をし、説明していくのが責任だと思う。総合計画等が１０年
というのに倣った。

54 4 女 2
７　財政計画
その他

このたびの電算システム等統合事業のために各市町村は財政
調整基金を取り崩したと思うが、取り崩し後の残高を把握し
ているか。

各市町村では、まだ最終的にそのために基金を取り崩すかど
うか決まっていない。一般財源を充てる市町村もある。

55 5 男 2
７　財政計画
その他

平成２２年度の普通建設費が突出しているのはなぜか。 ごみ処理場の建て替えを予定している。５０～６０億。２２
～２３年度の２か年で。

56 5 女 2
７　財政計画
その他

債務負担行為は、将来の支払いを約束したもの。考え方に
よっては借金と理解していいか。

借金は、お金を借りて返すこと。これは借金とは言わないと
思う。約束しているお金ではある。

57 5 女 2
７　財政計画
その他

いまある借金を延々と返していく必要がある。これ以上の箱
物を造ることは不安。実質公債費比率も高い。こういうもの
を造ることができる財政状況なのか。

実質公債費比率が１８％を超えたら何もできないということ
ではない。２５％を超えたら相当大きな足かせになる。本当
に必要なものか十分考え、議会にかけて議論してもらって進
めていく。歯止め、自戒を込めながら財政は運営していくも
のと考える。

58 6 女 2
７　財政計画
その他

職員数の推移の説明のなかで、給食は委託化で、より効率的
でいいものを提供できるとのことだった。子どもたちに安全
な給食を提供できるか実証をされているのか。

どんな食材をどう使うかなどの献立は正規職員の栄養士で管
理し、それに基づいて調理してもらうのを委託するもの。

59 8 女 2
７　財政計画
その他

財政計画のなかで、ごみ処理場の建設計画について説明がな
く、資料にも明記されていない。しかし、財政計画の歳出に
見込まれているのはなぜか。

説明不足となった点については申し訳ないと思っている。合
併に伴う建設計画ではないため載せていない。しかし、圏域
として計画されていたため、財政計画は盛り込んだ内容と
なっている。

6010男 2
７　財政計画
その他

今後、高齢化が進んでいくなかで、税収の推移についてどの
ように考えているか。

各市町村で県に提出されている動態調査の内容と税源移譲さ
れた内容を踏まえて計画策定した。

6110男 2
７　財政計画
その他

財政計画内容について収入に対する見直しはあるのか。 財政計画に盛り込まれてあるが、新市になってから財政状況
を見据えながら、内容は検討してもらうものと考えている。

6210男 2
７　財政計画
その他

合併後、市民が負担する税金はどの様に変わっていくのか。 今までとあまり変わらない様に調整していく。
（一部緩和措置について検討）
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6311男 2
７　財政計画
その他

村上市は下水道の整備が遅れている。今後２００億くらいか
かると思うが、それは説明資料の数字のなかに入っているの
か。

１０年間の財政計画のなかには入っている。

6417男 2
７　財政計画
その他

プライマリーバランス。収支均衡がとれる年度は、いつか。 収支均衡は、今現在も５市町村ともとれている。赤字のとこ
ろはない。

6517男 2
７　財政計画
その他

地方債の発行を踏まえ、最終的に交付税で５０％～７０％ま
かなわれるが、残りは住民の負担となる。これがなくなるの
は何年度か。

地方債は１つの財政のシステムと理解している。大きな投資
的事業はなくなるということはないと思う。そういう事業を
するときは国県からの支援や自前の資金もあると思う。その
負担を現在使う人と将来利用する人で平等にしていこうとい
うのが地方債の１つの趣旨であると思う。

66 3 男 3 １　その他

まちづくりプランについて法定協議会で議論されたと思う
が、特に問題になったことはなかったか。

原案と書いてある。最終答申でなく中間答申だった。ＪＲ村
上駅周辺整備事業がないのはどうしてかとかはあったが、こ
の内容についてどうだこうだという議論はあまりなかった。

67 5 男 3 １　その他
まちづくりプランの３～５ページ。１４の主要課題と４つの
基本的方向の関係をもっとわかりやすくしたらよい。

ご意見承る。

68 7 男 3 １　その他

どんなにいいプランを立てても人口が減っては何にもならな
い。少子化対策を。嫁不足問題の対策を。予算うんぬんでな
く、実現を。

結婚とかの個人的なことの部分は難しい面もある。働く場に
ついては行政でやる。今日説明しなかったが企業誘致にも力
を入れる。

　

会場　１：ＪＡ村上支店、２：農改センター、３：上海府小、４：勤労青少年ホーム（１４日）、５：クリエート、６：情報センター（１４日）、７：岩船連絡所、８：勤労青少年ホーム（１８日）
　　　　９：岩船港漁協、１０：情報センター（２０日）
　　　１１：荒川公民館 　　　
　　　１２：農村環境改善センター（午前）、１３：農村環境改善センター（午後）、１４：平林中（午前）、１５：平林中（午後）
　　　１６：朝日村総合文化会館（１２日）、１７：朝日村総合文化会館（１９日）
　　　１８：下大鳥ふれあいセンター、１９：中継集落公民館、２０：小俣ふるさとふれあいセンター、２１：桑川生活改善センター、２２：黒川俣ふるさとふれあいセンター、
　　　２３：寒川生活改善センター、２４：ゆり花会館、２５：山北町民会館、２６：温出地域農村研修センター、２７：板貝集落開発センター
分類　１：主要施策、２：財政計画、３：その他


