
住民説明会で出された意見、質疑応答等　
■合併市町村基本計画関係

No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1 6 男
１１　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
１１　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
１２　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
１３　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が採算の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
１３　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

１４　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１０～１
５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。現
時点で算出できる数字で説明した。ご理解を。

7 4 男
１５　埋蔵文化財
センター
建設事業

埋蔵文化財センターは、今ある施設を利用してほしい。側溝の
ふたとかの住民生活関連に予算を付けてほしい。意見である。

8 6 女
１５　埋蔵文化財
センター
建設事業

①埋蔵文化財センターはどこに建設するのか。事業費の調書が
議会に提出されていない。任意協議会のときは提出された。合
併事務局に尋ねるとまだ事業費は変わるとのこと。どういうこ
とか。
②合併事務局が議会に対し情報提供をしていない。事業の裏付
けとなる調書をなぜ出さないのかと聞いている。

①議会に提出とは村上市議会のことだと思う。合併協議会の話と次
元が違うのではないか。

②搭載事業は議会の議決事項ではない。議会に出さないのがおかし
いというのは少し次元が違うのかなと。それを協議していただく委
員には出しながら議論ということになる。議会にも情報として教え
るのは必要だが、出さないからダメなんだというのは議論が違うの
では。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

9 6 女
１５　埋蔵文化財
センター
建設事業

議会にはどうこうとのことだが、埋蔵文化財センターは最初１
億２千万だったのが７億もかかるということは、一市民として
もきちんと内容を知りたい。

当初１億というのは、朝日村で必要なものはこれくらいだと要望が
出て、それを任意協議会で計上した。その後、法定協議会では、荒
川、神林、村上にも出ているので合わせて収蔵保管、研究する場所
が必要だろうという議論からその額が膨らんできたもの。

107 男
１５　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。

118 女
１５　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。

1210女
１５　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。

1310女
１５　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。

1413男
１５　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。

154 男
１６　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。

166 女
１６　ＪＲ村上駅
周辺整備事業

①ＪＲ村上駅周辺整備事業を任意協のときは、とうとうと説明
したが、今回はない。経緯の説明を。
②４月１８日の第１回基本計画策定委員会の議事録にＪＲが１
９億では相談に乗れない、県との内協議に入れないとの記載が
あるが、その経緯について詳しく説明を。

①ＪＲから実測した図面等がないと協議できないと言われた。

②基本計画に登載されている事業についての質問なら答えられる
が、登載されていない事業についてどうなのかというのはいかがな
ものか。登載してほしいというなら正しい質問だと思うが。そうで
なければここでの適切な質問ではないのでは。

1724男
１６　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ＪＲ
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。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

185 男
１７　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。

195 男
１７　登載事業
関係その他

広域図書館整備、埋蔵文化財センター、山北支所建設は必要
か。

山北支所の建て替えは、災害があったときの司令塔として必要。朝
日には縄文の里があるが、この地域には埋蔵文化財が多く出土して
いる。文化財を後世に伝えることも大切。

205 女
１７　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。

215 女
１７　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。

226 男
１７　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。

237 男
１７　登載事業
関係その他

広域図書館を建て替えるとのことだが、新発田の図書館に比べ
て使い勝手がいい。建て替えの必要はないのではないか。山辺
里地区の小学校統合事業の額が、自分が多額でないかと言った
ら２２億５千万が２０億に減った。過大な積算でなかったか。

山辺里地区の小学校統合事業費が減った理由は、今年度、用地取得
に２億かけたことによるものです。広域図書館については１階に集
会室を増築とか警察署用地を駐車場にするなどの内容充実を図るも
ので、建て替えではない。

248 男
１７　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）

基本計画の内容については、今後の時代の流れや新市の税収状況等
を見据えながら、計画内容を検討していく。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

259 男
１７　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、新市の総合計画の議論の中で検討される可能性もあると考
えています。

2610女
１７　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。

2710男
１７　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。

2810女
１７　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。

2911男
１７　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。

3011男
１７　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。

3112男
１７　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。

3212男
１７　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。

3312男
１７　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。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

3413男
１７　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。

3516男
１７　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。

3621男
１７　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。

3726女
１７　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。

386 男 ２１　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。

398 女 ２１　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。

408 女 ２１　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。

414 女
２２　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。

4213男 ２２　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。

4318男 ２２　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。

445 女 ２３　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。
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451 男 ２４　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。

461 男 ２４　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）

478 男 ２４　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。
（合併時に統一するものではない）

4812男 ２４　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）

4922男 ２４　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）

5027男 ２４　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。

518 男 ２５　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。

528 男 ２５　議員
議員の定数については、合併後の議会において検討されると思
う。(意見)

5311女 ２５　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。

546 女
２６　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。

556 男
２６　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。
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5611男
２６　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。ご心配なく、ご理解を願いたいと思
う。

5715男
２６　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。

5827男
２６　実質公債費

比率

①実質公債費比率が１８％を超えると地方公共団体の機能を失
うということにもなる。

②最初から国県の指導をあてにしているようじゃダメだ。

③小泉前首相が、地方を自立させると言って地方交付税を削減
してきた。自立とは、その地方でお金を賄えということ。

①１８％を超えると国県の指導も受けることになる。それを無視し
てやったのが夕張市。我々は、そうはならないようにきちんと財政
計画を立ててやっていく。
②あてにするななんてほうがおかしい。財政基盤が脆弱な市町村で
は地方交付税、国県補助金の果たす役割は非常に大きい。だから国
と相談しながら、県の指導を受けながらやっていく必要がある。
③税金が入ってこない分をどうするか、住民サービスをどうするか
ということになるとやはり地方交付税や国県の補助金の力が必要に
なってくる。

593 男
２７　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。

603 男
２７　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。

614 女
２７　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。

624 女
２７　財政計画
その他

①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。
②地方交付税が来てそれに充当するのは今後のこと。現在、数
字をつかんでいたら教えてほしい。
③現在は、どうか。

①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。先日、地方交付税が増額決定された。一般財源を
充てる市町村もある。
②内部資料だが、数億円程度の増額が見込まれる。

③村上市は、平成１８年度の当初予算で財政調整基金を２億５千万
円取り崩すとしていたが、決算では反対に５千万円の貯金ができ
た。このたびも基金は取り崩さなくてもよさそう。

635 男
２７　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。
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645 女
２７　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。

655 女
２７　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。

665 男
２７　財政計画
その他

地方交付税は減らないか増えるという説明だった。国の方針は
減らす。流れに反し、過分に見ているのは危険。

地方交付税は、減ると言われているが増えている。景気がいいから
増える。しかし、厳しく見ていく。

676 女
２７　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。

688 女
２７　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。

6910男
２７　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。

7010男
２７　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。

7110男
２７　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）

7211男
２７　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。

7317男
２７　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。

7417男
２７　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。

753 男 ３１　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。

765 男 ３１　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。
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777 男 ３１　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。

※分類番号１１～１７：登載事業関係、２１～２７：財政計画関係、３１：その他 　

■協定事項関係

No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

7811男 ３　新市の名称

対等合併と説明があったが、新市の名称は対等ではないが。 これまで合併協議が二転三転した経緯があった。任意協でまず名称
を決めてもらった。市町村長で大同団結した。町村長にそれぞれの
思いがあるが譲ってくれた。
前回の法定協では市名の問題で破綻したので、同じ轍を踏まないた
めに大同団結した。岩船のブランドも大切にする。

7912男 ３　新市の名称

新市の名称｢村上市｣は住民投票で決まったのか。
再度行えないか。

各市町村長で新市の名称を決めた。
一致団結していく意味も含めて決定された。

8017男 ４　事務所の位置
現在の庁舎を使う考えはないのか。 新庁舎の建設は考えていない。本庁舎は村上市役所庁舎。旧町村役

場は支所に。山北庁舎だけは古いので建設する計画。

814 男
５　議会議員の
定数及び任期の
取扱い

①７市町村から枠組みが変わっても議員の数は３０人か。
②２８人や２６人でどうかというは声は出なかったのか。

①法律の上限を採用した。市域が広範囲になる。
②法定協議会では、なかった。定数減の話は、新市の議会で出るの
だろうと思う。

8211男
５　議会議員の
定数及び任期の
取扱い

選挙区を設けなかったのはなぜか。新市は広範囲なのでできれ
ば１期だけ選挙区を設けてほしかった。

平成１６年の前回の法定協議会のときもこの方針だった。議員の身
分に関わることなので議員の意見を聴いて、民間の委員の意見も聴
いた。
新発田市や胎内市は、在任特例を使って議員が８０人も９０人もい
たが、うちは３０人。新しい市の議員や市民が３０人では多いとな
れば、次回から減るかもしれない。

832 男
７　地域自治組織
等の取扱い

①地域審議会の構成メンバーは、どういう人か、また選ぶ方法
は。

②まだ決まっていないか。
③審議会に決定権はないと思うが。

①前議員がそのまま出るということのないように、若い人や女性、
各種団体の代表の方など各界各層から適任者を各市町村ごとに推薦
していただいて市長が委嘱する。
②新市長が決まってから３０日以内に委嘱される。
③議会の権限とぶつかる。決定権はない。意見を述べてもらう。

8413男
７　地域自治組織
等の取扱い

地域審議会の選出方法及び運営内容について 条例等に定められた委員となる。
各分野から選出していただき市長が委嘱する。
具体的な内容については検討中である。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

8513男
７　地域自治組織
等の取扱い

各集落の要望を聞いてもらう場を引き続き設けてもらいたい。
(意見)

8615男
７　地域自治組織
等の取扱い

地域審議会についてもう少し詳しく説明を。 市域が広くなり、地域住民の声が市長に届きにくくなるのではとい
うことから設置されるもの。パイプ役。議会議員とは違う。基本計
画の監視役。地域の問題を上につなげる役割。

8723男
７　地域自治組織
等の取扱い

地域審議会の役割は、非常に大きいと思う。設置期間は、いつ
までか。

合併市町村基本計画の期間。一応、１０年で終了。終了後は、別の
組織として立ち上げることも可能と考える。

8811男
８　特別職の身分

の取扱い

①監査委員はどうなるのか。
②市に全然関係ない人を選ぶ方法もあると思う。良識に任せ
る。

２名選出する。新しい市長が決まるまでは空席になる。

8923男
８　特別職の身分

の取扱い

副市長は、民間の人か、役場職員か。 市長が決まったら市長が好きな人を選任。市長しだい。最低２人く
らいは置く必要があろうと思う。

9027男
８　特別職の身分

の取扱い

副市長は５人か。 山北町では副町長は置かないが、新市ではおそらく２人。各支所に
は支所長を置く。

918 男
９　一般職の職員
の身分の取扱い

合併によりシステム整備をするのに職員数が減少しないのはな
ぜか。

法により一方的に辞めさせることはできない。
今後、退職等で職員数が減少となったものは、民間委託等で対応す
るなど検討していく。

9211男
１３　住所表記及
び行政区の取扱い

村上市荒川○○がいいと思う。可能だと思うので検討を。 ①「荒川」をつけるかどうかは、町として、町内で議論してほし
い。半年前くらいには決めてほしい。
②「荒川」を残したい人もいるが、表記が長くなるので取ってほし
いという人も多くいる。行政が主導というわけにもいかない。合併
後でも容易に変更できる。冠の「荒川」については、じっくり皆さ
んと検討をして合意を得たい。

9312男
１３　住所表記及
び行政区の取扱い

住居表示について、法務局の土地・建物の登記簿の取り扱いは
どのようになるのか。

合併を機に小字や行政区名を大字名に変更することがある。
全国的に小字を廃止する傾向にあるそうだが、調整内容は検討中の
ため、詳細については役場、法務局等との協議となる。

9413男
１３　住所表記及
び行政区の取扱い

住所の表示について、食料品等のパッケージに表示する住所
は、４月１日以降はすぐに新しい住所に変更しなければならな
いのか。

詳細については、確認後印刷物等でお知らせする。

9516男
１３　住所表記及
び行政区の取扱い

通帳等の住所表記について金融機関で直してくれるのか。 免許証等は更新する時で良いと考えられる。
法人は個別に手続きが必要。（定款の記載内容の変更）

9619男
１３　住所表記及
び行政区の取扱い

小字を取るということだが。 小字の件は、法務局から言われたこと。大字のなかには重複する地
番がないので、小字を取っても不都合は、ないとのこと。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

9719男
１３　住所表記及
び行政区の取扱い

①土地の表記について。田や山等は住所と言わず、所在と言う
が、法務局には大字と字が残るのか。
②「住所表記」と「土地の所在」は違う。登記簿は、「番地」
でなく「番」。もう一度法務局に確認されたい。小字がなくな
ると困る。もう一度検討してほしい。

①法務局から字を取ってほしいとの要請があった。大字のなかで地
番が重なることはないとのこと。
②まだはっきりしていない。山北町としても字を取ることについて
合併事務局に再検討を申し入れしている。

9826男
１３　住所表記及
び行政区の取扱い

新市になったら不動産等の表記について何か手続きは必要か。 免許証やパスポート等は個人が手続きする必要は無いと説明を受け
ている。（更新時に変更する）
法人については、定款の内容の変更を個別に手続きが必要である。

996 男
１４　財産及び債
務の取扱い

借金が何年か後に減るとの説明があった。朝日村も体育館の借
金があると思う。その借金の返済はどうなるのか。

財産も借金も新市に引き継ぐ。

10012男
１５　地方税の取

扱い

都市計画税の取扱いについて 今後、区域の見直しも必要と考えている。

10115男
１５　地方税の取

扱い

税が上がるのではと思われるが。 税を高水準にという議論はない。

1027 男
１６　使用料・
手数料の取扱い

①下水道料金が段階的に統一するとのこと。負担金を２０万支
払った。高くなるのか安くなるのかはっきり示してほしい。
②上がるのか下がるのか。上水道の２倍になるというケースを
聞いているが。
③負担金を１軒で何口も払わなければならないという話が出て
いる。１００万を超える人も。それだけ払って合併して使用料
が高くなれば、たまったものでない。
④神林村は負担金はないが、使用料に加算されている。その
分、高い。

①５市町村でバラつきがある。利用する人が増えるので維持管理費
が賄えると思う。
②上水道が１２５円、下水道が１１０円。合わせて２倍という見方
も。現時点では上がるとも下がるとも言えない。
③負担金は、工事費の概ね５％をその地域のかたからいただくも
の。

④６年後に、全体の維持管理費が賄えるように料金を統一する。不
公平にならないように細かいところをこれから詰めていく。

1037 男
１６　使用料・
手数料の取扱い

①下水道に関する負担金。宅地を４～５か所もっていればそれ
ぞれに２０万。隣の神林村では徴収されていない。どう調整さ
れるか。不公平がないように。
荒川町も内容は同じか。
②必要ないところの負担金２０万を１０万にするとか何かいい
方法はないか。

①今、下水道整備をしているのは村上市と荒川町。荒川町は平成２
４年度で完成。村上市は平成３０年度まで。神林村はほぼ１００％
済んでいる。村上市の負担金制度は平成３０年度まで継続させてい
ただきたい。荒川町も負担金制度を平成２４年度まで。
②農地とかは賦課保留になる。作業場であっても宅地は、将来いつ
でも下水道を利用できるようにということでマスをつけさせてもら
う。ご理解願いたい。

1047 男
１６　使用料・
手数料の取扱い

合併を進めていくにあたり、村上市の負担金を荒川町と歩調を
合わせてほしい。村上市として今一度考えてもらいたい。意見
である。

ご意見として承る。

11／20



No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1057 女
１６　使用料・
手数料の取扱い

①下水道の負担金。村上２０万、神林なし、荒川１５万。使用
料は１立方メートル当り村上１２０円、神林２００円。６年の
間に調整できるのか。

②瀬波温泉に下水道を造ったときの条例に従って、そのときの
人と公平になるようにという話を聞いた。合併するにあたり、
公平になるように納得できるようにお願いしたい。

①まだ村上は管の敷設が半分もいってないので整備する。神林は管
は一応つながったが、接続してもらっていない。接続してもらい料
金をいただかないと維持管理費を賄えない。その辺を見極めたい。
６年かけて調整したい。温泉からはじめたときに２０万に決めて
やった。岩船に入るときも前に２０万だったからということでな
く、この地域にあった工法とかを検討して工事費の５％、２０万と
決めさせてもらった。
②それは十分に検討させていただく。

10616男
１８　国民健康保
険事業の取扱い

朝日村にある診療所が廃止になるとの話を聞いたが、継続でき
ないか。

平成２０、２１年度で廃止の方向で検討中である。

10716男
１８　国民健康保
険事業の取扱い

合併後、国民健康保険税の支払額が大きくなることが予測され
る場合は激変緩和措置該当となっているが、何と比べて多く
なった場合が該当となるのか。
（具体的な金額等は？）

激変緩和措置について金額等での範囲の設定はしていない。
激変緩和措置の対象範囲は個人を対象として対応していく。

10810男
２０　電算システ
ムの取扱い

電算システムの整備について新市の組織内容を踏まえた内容に
なっているのか。

当初説明した金額については、現在の村上市が単独でシステム整備
した場合の金額である。
資料で説明した金額については、合併するときのシステム整備に必
要な金額である。

10910女
２０　電算システ
ムの取扱い

電算システムの整備についてリース対応での検討はされたの
か。

リース対応についても検討したが、国の支援が無いことやリース料
に利子等も付加されることから、新市にとっては適当でないと判断
し全体でのシステム導入を選択した。

1103 男
２３　消防団の取

扱い

消防団員は、２千４百いくらと書いてあるが、現状維持か。 協議会だより７ページの２３にある。村上は同じだが荒川が減るの
で、全体的には減る。

■組織機構関係

No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1111 男
１　施設の管理

体制

指定管理者制度の各町村での取り組み状況について
（ぶどうスキー場・縄文の里については財政の圧迫になるので
は？）

今後の状況を確認しながら取り扱いを検討していく。

11211女
２　機構及び組織

の取扱い

支所長は、どういう職種か。特別職か部長か。 部長で一般職。

11312男
２　機構及び組織

の取扱い

支所長の権限はどこまでか。
（部長級とのことだが、専決区分の範囲はどのくらいか）

支所での維持修繕等については、支所長の権限において対応する方
向で検討中である。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

11413男
２　機構及び組織

の取扱い

①部・課の違いについて
②本庁、支所の裁決区分について

議会の対応は部長、支所長となる。
新市は、それぞれの分野が広範囲になるため課長を総括するため部
長を設置。
各種の対応については各支所で対応できるように検討中。

11516男
２　機構及び組織

の取扱い

支所長の権限はどこまでか。 本庁の部長級となる。

11616男
２　機構及び組織

の取扱い

災害等の対応も本庁での対応となるのか。 支所対応していく。(内容に応じて本庁と協議)

1174 女
３　本庁・
支所機能

教育委員会が朝日へとの説明。市の四役の１人である教育長が
朝日支所にということだが、どういう議論からか。

本庁舎に全部入り切らない。教育委員会は、独立した機関。そんな
に離れていない距離でもある。多様な通信手段も。

1186 男
３　本庁・
支所機能

教育委員会の本庁機能が朝日へ行った理由は。 朝日村に、情報センターや村上市民ふれあいセンターと類似した文
化会館や広大な体育施設があり、インフラが整備されている。本庁
と車で１０分くらいの距離でもあり、市長部局との連携も図れる。

1198 男
３　本庁・
支所機能

村上市庁舎が本庁となるのは良いが、来客用の駐車スペースが
少ない。
（職員や議員の駐車場は確保されているのに・・・）

駐車場については以前から指摘があったので、各担当と検討しなが
ら市民に迷惑がかからないように調整していこうと考えている。

1209 男
３　本庁・
支所機能

合併後の岩船連絡所の取扱いはどのようになるのか。 現状のまま取り扱っていく。
取次ぎ事務についても引き続き行う。

12110女
３　本庁・
支所機能

組織機構について分庁方式を取り入れた理由は。 現在の村上市の庁舎に本庁機能、人員の全てが入りきらない。
併せて各町村の庁舎を有効活用するために分庁方式を取り入れた。

12212男
３　本庁・
支所機能

本庁と支所間の連絡体系等はどのように行っていくのか。 災害時には、各支所が拠点となるため、防災行政無線等を整備して
デジタル化に対応していく。

12315男
３　本庁・
支所機能

７７０人程度の職員で各庁舎が維持できるのか。 ２２０人も減ると総合支所体制は、維持できなくなるだろう。窓口
支所になると思われるが、これからの議論だ。臨時職員や指定管理
者制度も使っていく。

12423男
３　本庁・
支所機能

国体課が山北支所にということだが、国体が終わったらどうな
るのか。

国体が終われば国体課は、なくなる。山北は林業や漁業が盛んなの
で、そういう部署に厚く人員配置を要望していく。

1257 男 ４　その他
２月の説明会では岩船連絡所は廃止するということだったが。 引き続き存続します。

12611女 ４　その他

新市の組織は部の下に課が２つくらい。部長や課長の管理職が
多くなり財政的に大変でないか。

わかりやすい組織にしようとした。議会にどれだけの職員が出る
か、庁議メンバーとかを考えた。課長だけだと５０何人もいる。ス
ピーディーに集めるには部長制が必要。

■事務事業調整関係
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

12718男 １　選挙事務

合併後、選挙の投票場所は変わるのか。 今までどおりの投票所で行う。
期日前投票については本庁、各支所どこでも行える。

1281 男
２　町内会・
自治会

各集落(公民館)への助成金等についてのとりあつかいはどうな
るのか。

現在検討中。
合併後速やかに調整する。

1291 男
２　町内会・
自治会

区長（嘱託員）の手当について各市町村で違うそうだが、どの
ような取り扱いにするのか。

合併時は現行のままで、合併後３年以内に見直しを行なう。

13016男
２　町内会・
自治会

嘱託員の手当は残すのか、残さないのか。 合併時は現行のままで、合併後３年以内に見直しを行なう。

13110女 ３　地域防災

災害時の備蓄の分散について 町内・集落単位での備蓄は難しい。
協定を結んでいる市町村と連携をとりながら対応していく形で検討
する。

13212男 ３　地域防災
防災の対応について
(危機管理体制について)

新市に移行後、新たな防災計画を策定する。

13310女
７　男女共同参画

社会計画

男女共同参画社会計画について新市ではどのように取扱いされ
るのか
（どのような検討内容となっているのか）

現在の村上市の計画を基本として新たな計画を策定する。

13412男
２３　各種団体等
に対する補助
（高齢者福祉）

老人クラブ等の対応は今までと変更ないのか。
（助成金の支給等）

単位老人クラブは現在のものを残し、補助金等を支給する方向で検
討中。
連合会についても、引き続き残していく。

13516男
２４　心身障害者

福祉

無料タクシー券の交付について 一部の町村で行っているが、現在検討している内容では不足と考え
られるので、ボランティア等の外出支援等を有効利用していく。

13610女 ４２　ごみ処理
ごみの分別内容について統一されていないのに、新しいごみ処
理場を建設しても、まただめになるのではないか。

合併時は現行のままで、新しいごみ処理場稼動時に統一する。

13716男 ４６　公害防止
公害防止条例について合併後も引き続き行ってもらいたい。 新市で引き継いで行っていく。（条例等）

13813男
５３　生産調整

対策

水田農業において地域協議会が設置されているが、今後どのよ
うな取扱いになるのか。

合併圏域内には２つの農協があることから、具体的内容については
現在検討中である。

13913男
６３　生産森林
組合育成

生産森林組合の検討内容が「廃止の方向で検討する」となって
いるが、廃止してもらっては困る。

資料の作り方（文言）が誤っている。
生産森林組合を取りまとめる協議会が設置されているが、その協議
会を廃止し、生産森林組合の話しあいをするような組織の設置は検
討していく。引き続き育成していく。

14013男
１００　学区・
学級編成

スクールバスの運営について合併後どのようになるのか。 教育基本計画において検討されると思うが、事務事業の調整内容
は、現行のまま引き継ぐ検討内容となっている。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

14113男
１１１　各種団体
等に対する補助

総合型スポーツクラブの今後の取扱いについて（村上市・神林
村）

他町村と連携しながら今まで同様支援していく。

■その他

No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1425 男 １　廃置分合

合併調印式と廃置分合の議決は、順序が逆ではないか。 調印式は、協議会で決まったことを首長で調印する。これで合併し
ていいかという議案になる。

1436 男 １　廃置分合
地方自治法には、廃置分合だけしかない。合併調印式で祝賀会
をしてから議会の議決というのは順序が逆ではないか。

調印式を大パーティーにする気はない。議会へ議案を提出するた
め。

14411男 １　廃置分合

廃置分合の臨時議会が８月２１日で合併協定書の調印式が８月
１０日とのことだが、議会の議決を経た上で調印式を行うべき
でないか。

本日配付の協議会だより号外に記載のものが合併協定書の中身であ
る。市町村を廃するという議案だが、その添付資料となる。市町村
長が調印した協定の中身でいいか議会で審議してもらう。全国的な
合併のやり方で、国の指導でもある。

14516男 １　廃置分合
廃置分合の議案が否決となった場合は、合併はなくなるのか。 ６月議会において電算システム統合の議案が可決されているので廃

案になるとは考えられない。

14618男 １　廃置分合
廃置分合について否決される可能性はあるか。 電算システム統合の補正予算が可決されたので廃置分合議案につい

て否決されることは無いと考えている。

14715男
２　合併のメリッ
ト・デメリット

合併して、いいことは何か。 例えばどこの保育園にも預けられる。でもそれは、子育て世代の人
にはメリットだが、それ以外の人はメリッと感じない。それぞれの
人で違う。

14827男
２　合併のメリッ
ト・デメリット

合併してのデメリットも教えてほしい。 デメリットもあるがそれをメリットに変えていこうと。上下水道の
公共料金は、山北は安い。それを中間値に引き上げる。それを６年
かけて緩やかにやっていこうと。

1494 男 ３　住民説明会

今日の説明会は土曜日の午前中。仕事や出かける人が多く、若
い人がほとんどいない。設定を考えてほしかった。

確かにそう思う。案内チラシに対象地区を記載したが、情報セン
ターやクリエートでも構わない。その旨も記載。逆に昼がいいとい
う人も考慮した。

15011男 ３　住民説明会

住民説明会が村上と山北では１０会場。荒川は、地域が狭いが
最低もう１回くらい開催してほしい。

１つの会場で色んな意見を共有していただきたかった。沢山の人か
ら１会場ではいけないという声があれば検討する。今の段階では、
今日限りとさせていただきたい。

15111男 ３　住民説明会

先ほど町長は、住民説明会の開催は、ここ１箇所でと言った
が、荒川町がスタートなので、あとで疑問点が出てくると思
う。行政の責任として、もう一度開催が必要だと思う。

どうしても皆さんに集まっていただく必要があれば、絶対に開かな
いという考えではない。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1521 男 ４　その他

市が行なう軽微な事業(道路修繕等)を住民にボランティアで作
業してもらい、そこで支出しなかった経費については他の事業
等に利用してはどうか。

住民から貴重な意見があったことを提言していきたいと思う。

1532 男 ４　その他
合併した年の職員の異動は、どの程度か。 混乱を招くのは、よくないので、大きく入れ替えることにはならな

いだろう。

1542 男 ４　その他

電算システムの統合経費は、国から半分の支援があるとのこ
と。先の村上市議会で村上市の負担は、２億だ、いや４億だと
の議論があったが、そのことか。

そうだと思う。

1552 男 ４　その他

①合併と関係ないが、地区の区長会でも話が出た高速道への乗
り入れ口の件。職業訓練校の所にスムーズに出来ると思ってい
たが、不透明。調整できないということもある得るか。

②県道からはずれるが、少し行けば圃場整備で残した創設非農
用地も用地としてはあるが。

①神林村のは村道だから基本計画に載っている。そこは県道で県費
が大半で市費も少し。もう少し国県と詰める。少し時間を。
用地の問題もある。できるように頑張るが、できない可能性もあ
る。
②あそこまで離れるといかがなものかと思う。あそこは難しいと思
う。

1563 男 ４　その他

①岩船漁協は入札すると値が安いそうだ。合併したら寝屋漁協
と価格は統一されるか。
②岩船港に荷捌き所ができても値上がりしないか。
③こっちで獲って山北へ出荷できるか。

①漁協の合併が予定されている。入札の仕組みまでわからない。市
町村合併とは話しが違う。
②荷捌き所とセリ値は関係ない。難しいのではないか。
③組合に聞いてほしい。

1573 男 ４　その他

春先に地域の医療を考えるフォーラムがあった。山北町長は、
高速道路を造って新発田、新潟のほうを目指すと。村上総合病
院の院長も出たが医師が来なくて困っているとのこと。医療に
ついて考えていく必要があるのではないか。

厚生連と坂町病院がバラバラではダメ。力を合わせる時代。それを
まとめるのは行政。行政で造って民間で経営してもらうとか個人的
に思っている。行政の大切な仕事。

1584 男 ４　その他

合併に反対ではない。住民に対し、良くなればＯＫ。負担がか
かるようであれば困る。協議会で発言しているのは１人の委員
だけのよう。会長として各委員に意見を聴いてまとめていって
ほしい。

各議案ごとに異議がないか確認をとってすすめている。

1595 男 ４　その他

①説明を聞いただけではわからない。自分の住民税が８倍に
なった。合併によって生活がよくなるか。
②住民税は国がやったことだから私は知らないという態度では
いけない。

①住民税が合併とは関係ないことはおわかりだと思う。合併によっ
てコストを削減して経費を切り詰めていく。
②国の仕組みがそうなっていると申し上げた。しかたがないという
意味ではない。

1605 男 ４　その他

税金の問題で悩んでいる。合併した場合のメリット、デメリッ
トの議論がない。泉田知事は、合併してもいいことはないとい
う発言。よい合併があるはず。市長の考えは。

税率は変えない。いいことと悪いことがあると思う。何もしないこ
とも悪いことだと思う。メリットは、３万の人口が７万になり、現
在の村上にない地域資源や文化を合わせることにより外へ向かって
いける。

1615 男 ４　その他
行政主導の合併。どこかの二の舞。近くの市では合併した後に
借金が出てきた。

必要なものは造る。合併しなくても必要なものは必要。北海道の市
は、違法なやり方をした。自戒してやっていく。議会が監視。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

1625 男 ４　その他
住民説明会で出された意見をどう活用するか。 貴重な提言、意見をいただいた。謙虚な気持ちで皆さんと一緒に新

しいまちをつくっていく。

1635 男 ４　その他

①合併に関係する新聞折込チラシが４枚入った。インターネッ
トのブログより見ている人が多いと思う。どう思うか。

②そういうことを答えてくれるか。

①数字の裏に何があるか分析することが大切。夕張は３００億近く
の借金を隠して違法なことをしていた。人口もかつては１０万だっ
たが今は１万に。新市は、７万。
②１つ１つのチラシに市が答えることはしないが、こういう場や議
会で。議会だよりや市報で。

1646 男 ４　その他

臨時職員は、どうなるのか。 ５市町村で現在、臨時職員が約３００人、非常勤特別職が約６０人
で合わせると約３７０人いる。正規職員の退職者の３割より補充し
ないので、臨時職員は引き続き採用されると思う。

1656 男 ４　その他

都道府県知事会が国に地方交付税が減らされたので困るという
申し入れをしたというような報道があった。市町村も同じかな
と思う。国のやり方が悪いと思う。時と場合によっては国に対
し、地方自治体は尻をまくってやれ。申し入れ・要望をしてほ
しい。決意は。

ご指摘いただいたことは首長として立ち向かっていこうと思う。

1667 男 ４　その他
保育園は新市になれば市内どこでも預けられるとのこと。学校
はどうか。

学区制を引き継ぐ。選択制は検討されていない。

1677 男 ４　その他

村上市の下水道の負担金制度。例えば自宅から離れたところに
駐車場があって宅地にする予定も全然ないところを、土地を
もっているから払いなさいというのは、おかしい。条例を変え
る必要もあるのではないか。

負担金をいただくのは平成３年から進めさせてもらっている。現
在、半分近く整備が進んでいる。駐車場、更地だけど宅地というと
ころは負担金をいただいている経緯があるので、このまま進めさせ
てほしい。前と後の道路に管を敷設とかで工事費がかさむ。工事費
の５％が２０万ということ。ご理解願いたい。

1687 男 ４　その他

村上市役所が本庁とのことだが、駐車場不足。議会があると
き、議員専用の駐車場がある。新市では３０人に。マイクロバ
ス等で拾ってくるという方法もあるのでは。

自分が市長に就任したときに担当に検討を命じた。ご意見のあった
議員の送迎の前に、職員について検討したい。

1697 男 ４　その他

下水道の件について市長も中身をわからないのではないか。下
水道と関係ない、ただ宅地だというだけで負担金がかかってく
るという現実。下水道は大切だと思う。合併にあたり他町村と
の違いを知ることも。条例をつくるときに深い議論がなかった
のではないか。

①正直言って、詳しく把握していない部分もある。決まりだから何
が何でも負担金をということでなく、協議という方法は、ないの
か。
②原則、すべて加入していただくということで進めている事業。そ
ういうことでご理解をいただいている。

1707 男 ４　その他
下水道の負担金は、強制か。昔、市役所から農地を宅地にして
くれと言われた。

非常に不合理なことであれば議会とも協議。

17110女 ４　その他
非核宣言都市について、新市に移行後、イメージダウンになら
ない様に取り入れてみてはどうか。

新市において前向きに考えていく必要があると考えられる。

17210男 ４　その他

家庭へのコンピューターの普及率が上がってきていると思われ
る。
例えば、個々にＩＤ管理して市役所へ行かなくても諸証明が交
付できるようになるのではないか。

近い将来そのような時代が来ると考えられる。
他市町村のＩＤ管理しての諸証明交付の取組み状況については調査
していない。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

17311男 ４　その他
水道料金は６年後に見直すというあいまいな表現に。見直すと
いうのは、上げるととらえる。もっと詳しく説明がほしい。

中ほどに合わせる予定。

17411男 ４　その他
例えば荒川の議員が山北のわからない場所の話し合いをすると
きは、どんなふうにするのか。

議員も事前に視察することになると思う。

17512男 ４　その他

粟島浦村は独立して行政をやっていけるのか。 今までは離島としての国からの補助金等が支給されているが、合併
すると補助金の支給がなくなるため、それらの補助金を受けながら
独立していくことを選択したと考えられる。

17612男 ４　その他
ポーラスター神林の合併後の管理体制について。 管理体制・運営方法等について検討中である。

17712男 ４　その他
関川村からもし合併したいと申出があった場合対応するのか。 申出の時期にもよるが、平成２０年４月１日の合併に影響があって

はならないので、申出があった時点で検討する。

17814男 ４　その他
旧分校跡地が草ぼうぼう。合併すると事が進まないので、合併
前に集落へ返してくれないか。

小岩内と川部の公園のことだと思うが、農村公園ができた関係で使
われなくなった。返還については検討させてほしい。

17914男 ４　その他

合併すると税金を市の中心部に使うのではないか。要望を出し
ても人通りが少ないからと断られてきた。

確かに比率は大きくなるだろう。しかし基本計画登載の事業は、周
辺部のものが多い。住民要望は村長を通じて協議会に出していただ
ければ。
議会もある。心配ないのでは。

18014男 ４　その他

①集落にプールがある。決まりが厳しくなった。集落では対応
に困っている。合併との関わりがあるのか。
②管理者がいないとだめと言われた。

③まわり番ではだめで管理者が必要とのこと。いやがらせでな
いか。
④子どもをマイクロバスで平林小やパルパークへ送迎してほし
い。

①よそでプールでの事故があった関係ではないか。子どもの安全を
確保するためと思う。
②県のプール条例が施行された。監視員の設置等が必要。集落の
プールも対象。ある集落は、子どもも少なく、監視員を確保できな
いのでプールをやめるというところも。
③事故があった場合に対応できる人をと要請している。

④マイクロバスの運行は、現在のところ考えていない。

18114男 ４　その他

合併をなぜ急ぐのか。目的は。前は、合併特例債が使えるから
とのことだった。

前村長がそう言ったかもしれないが、地方分権の時代。生活圏が広
域化。住民要望の高度化に対応するため。

18215男 ４　その他

合併した他の自治体では隠し借金が明るみに出てきて大変とか
聞いている。神林村は、債務負担行為がダントツで多い。慎重
審議を願いたい。

神林村の債務負担行為の額が多いのは、圃場整備。荒川もそうだと
思う。隠し借金というものは一切ない。監査委員にも監査をしても
らっている。合併する自治体でも隠し借金は考えられない。

18315男 ４　その他
神林村でのイベントについては、どういう形態でやるのか。 成人式については新市全体で８月１５日にやる。敬老会等は現行の

まま引き継ぐ。体育関係は日程がぶつからないように開催する。
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No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

18417男 ４　その他

①朝日村と山北町に光ファイバーの告知端末。先の集落説明会
で空いたチャンネルで議会の開催状況等を見ることができると
の説明があった。本庁舎とつながるのか。
②ＩＰ電話も本庁とはつながらないのか。

①朝日は平成２０年から。山北は平成２１年から。ほかは遅くな
る。新市としてはかなり遅くなるのでは。議会の放送は、録画に。
５市町村の整備が済めば、生放送に。
②朝日村のエリアのみ。

18517男 ４　その他

①電算システム統合に莫大なお金がかかる。村上市役所は免震
庁舎。朝日村役場の非常時の対策は。
②新市は、自己導入か委託か。
③システムエンジニアが年代別に補充されないと。進歩が早
い。ソフトの専門の人が必要。組織のなかで必要だと思う。
④支所の設備は。

①各市町村の６月補正予算で議決してもらった１２億のなかには非
常時の対応の予算も含んでいる。
②完全自庁方式。委託でない。
③電算システム担当の職員がいる。合併協議会事務局にも５人の専
門家がいる。研修も受けている。
④既に整備され、万全と思われる。

18617男 ４　その他

①合併して負担が増えるのは納得いかない。プラスマイナスゼ
ロになるのはいつか。

②何年後という見通しが立たないということか。

①合併当初は難しいが、平成２５年ころから積立ができる。合併す
るしないに関わらず地方交付税に頼る大変な時代。合併したほうが
皆さんの負担が少ない。ご理解いただきたい。サービスを低下させ
ないよう努力する。
②刈羽村とかは原発交付金等で財源が豊か。朝日村のような山村
は、有利な起債を使って財政をやりくりしてきた。ゼロになるに
は、景気がよくならないと。

18717男 ４　その他
財政計画が１０年だが、朝日村では集落が維持できないのは、
どのくらいか。

高齢化が進んでいる。６５歳以上人口。限界集落のことだと思う。
後日、資料を送付する。

18817男 ４　その他
朝日音響という企業が来て以来、若者が働く場がない。 概要版では細かいところまで触れていない。合併すると企業誘致専

門の部署も設けることができ、工業団地も活用できる。

18917男 ４　その他
あけぼの団地を造成したのはよかった。小川小学校に児童が増
えた。

ご意見として承る。

19019男 ４　その他

①先日、新聞に出ていたが保育料の滞納は、新市にいく前に解
決できる見込みか。

②強制執行は、考えていないか。

①新潟市が２億９千万円位。粟島浦村を除いてほとんどの市町村に
滞納がある。山北町は、１８５万円。４名の方だが、毎月少しずつ
いただいている。県から職員を派遣してもらうなどして徴収に努力
している。必ずいただくという姿勢で臨んでいるのでご理解を。
②保育料を滞納しているからといって、保育園に連れて来ないでく
ださいとは言えない。悪質な滞納者については、財産の差し押さえ
をしなければならない時代に入ったと感じている。徹底してやって
いく。

19120男 ４　その他

限界集落になりつつある集落がある。
集落として機能しなくなる恐れがあるが何か対策はされるの
か。

国等で対策を検討していると思われる。

19220男 ４　その他

税金や使用料等について、なぜ６年もかけて統一しなければな
らないのか。

市民全員が平等にサービスを受けられるように料金等を統一してい
く。
今後の財政状況を見据えながら、市民の負担にならないように調整
し統一する。

19／20



No. 会場 性別 分類 質問・意見・要望等 左に対する回答等

19321男 ４　その他
合併後に海岸保全・改修等についてはどうなるのか。
（例えば　枯れた松の撤去 等）

今までどおり県と協議しながら海岸保全・改修等の要望は行ってい
く予定。

19422男 ４　その他
資産等の評価額は変更されるのか。 現行のままである。

19525男 ４　その他
資料を事前配布してもらわないと質問も出来ない。 資料内容の決定時期等の関係で配布が遅くなってしまった。

19627男 ４　その他

神林の住民だが山北町長の話を聞きたくて来た。昨夜は村上へ
も行った。実質公債費比率が１８％を超えると県協議が必要。
なぜ１８％以上の数字が入っている資料を配ったのか。関川村
長にも話を聞いた。小学校１つ、中学校１つにする会議を３３
回開催した。委員は、無報酬だったとのこと。この合併協議会
は、委員に報酬を１回６，５００円支払いしている。財政的な
ことを考えればボランティアにしてもらったらよかったので
は。努力が足りないのでは。

山北町から会場まで行って審議していただいて６，５００円支払っ
ている。私どもはそれくらい支払って当然と思っている。それが高
いか安いかは、それぞれの判断がある。ここでは答えられない。

19727男 ４　その他
職員の通勤距離が遠くなる人も出て、通勤手当がかさむので
は。

働く人の権利。山北町役場にいた人が新市になっても全部山北支所
にいるということはよくない。

19827男 ４　その他

２年前の豪雨で被害があった。山北町だったからこそ今川集落
はすぐにライフラインを復旧してもらった。板貝集落には２年
にわたって水を通してもらった。御礼を言う。今川集落が体験
したことを学んで、このたびの中越沖地震に役立ててほしい。

役場が遠くなったと言われないように総合支所体制を。規模が大き
くなると財政的な面でメリットがある。

19927男 ４　その他

①合併すると保育園については、行きたいところに行けると説
明があった。合併すると変わることについてきめ細かく住民に
伝えてほしい。
②これは字が細かくて読みにくい。

①この合併協議会だよりにすべて書いてある。また、町だよりで説
明していく必要がある。

②これから何回か発行する。

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：荒川町公民館 　　　
　　　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
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