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提  案  理  由  の  要  旨 

 

本日ここに、平成 28 年第 5 回市議会定例会を招集し、提案いたしました案件につきまし

て、その概要をご説明申し上げます。 

 

〇 議案第 111号及び議案第 112号から議案第 122号までは、平成 27年度上越市一般会計及

び特別会計に係る歳入歳出決算の認定についてであります。 

平成 27年度の市政運営を振り返りますと、まさに私たちが待ち望んだ北陸新幹線の開業

が現実のものとなる中で、その効用と恩恵をまちの真の力として取り込み、地域の発展と

市民の皆さんの生活の質の向上につながるよう意を用いながら、また、開業後の利用動向

も踏まえつつ、様々な取組を進めた一年でありました。さらに、第 6 次総合計画を始めと

する主要計画の計画初年度として、国が推し進める地方創生の潮流を着実に捉えながら、

市民の皆さんとともに、総合計画に掲げた将来都市像「すこやかなまち～人と地域が輝く

上越～」の実現に向けた新たなまちづくりをスタートさせた年ともなりました。 

 

こうした認識を踏まえ、まず始めに、国の財政動向を中心に、平成 27年度における当市

の行財政運営の背景等について申し上げます。 

国は、平成 27 年度の経済見通しについて、「雇用・所得環境が引き続き改善し、好循環

が更に進展するとともに、交易条件も改善する中で、堅調な民需に支えられた景気回復が

見込まれる」とし、平成 27 年度の実質成長率を 1.5％程度、また、名目成長率を 2.7％程

度と推計いたしました。 

こうした見通しの下、国の平成 27 年度当初予算は、「地方への好循環拡大に向けた緊急

経済対策」を盛り込んだ平成 26年度補正予算と一体となって、好調な企業収益を設備投資

や賃上げ、雇用環境の更なる改善等につなげることにより経済の好循環拡大を実現すると

ともに、財政健全化目標を堅持しつつ、経済再生と財政再建の両立を目指すものとなりま

した。 

一方、地方財政計画は、東日本大震災分を除く通常収支分の歳入歳出規模で、前年度に

比べ 2.3％増の 85 兆 2,710 億円とされ、このうち地方交付税は、前年度に比べて 0.8％減

の 16兆 7,548億円となったものの、通常収支分の一般財源総額は、前年度比 2.0％増の 61

兆 5,485億円が確保されました。 

これらの動向を踏まえ、当市の平成 27年度予算は、国の補正予算に呼応した平成 26 年

度補正予算との一体的な運用を図る中で、市内経済の好循環を促進するための施策を講ず
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るとともに、第 6 次総合計画に掲げた「暮らし」「産業」「交流」の三つの重点戦略を中心

に予算を重点配分したところであります。 

 

次に、平成 27年度における当市の行財政運営についてご説明いたします。 

まず、第 6次総合計画の取組状況についてであります。 

平成 27年度は、当市のまちづくりの最上位計画であります第 6次総合計画の計画初年度

に当たり、「すこやかなまち～人と地域が輝く上越～」の実現に向けた新たなまちづくりの

起点の年と位置付け、多様な観点から施策を推進してまいりました。 

自治基本条例の理念を実現する「市民が主役のまちづくり」を全ての政策・施策の基盤

としながら、7つの政策分野における政策・施策を着実に推進するとともに、様々な支え合

いにより市民の暮らしの安心感を高める「暮らし」、地域の元気と働きがいを生む産業を創

出する「産業」、交流圏の拡大を生かして市民生活の豊かさの向上を図る「交流」の三つの

重点戦略に基づき、分野横断的に施策と事業との関連付けを行い、当市の総合力を高める

取組を進めたところであります。 

これら総合計画に基づく取組の推進に当たっては、国を挙げた「地方創生」の潮流を捉

える中で、「産・官・学・金・労・民」の 55団体の皆さんとともに策定した「上越市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」と施策の方向性を共有し、国の地方創生に係る支援制度を活

用するなど、積極的な事業展開を図りました。 

人口減少や高齢化を始め、当市を取り巻く課題が複雑かつ多様化する中で、持続可能な

まちづくりを進めていくためには、分野横断的な政策・施策の展開はもとより、地域の様々

な担い手との連携・協働によるまちづくりを実行していくことが不可欠であります。平成

27年度は、将来のまちづくりに向けた体制固めに取り組んだところであり、今後は、本格

化する地方創生の取組と歩調を合わせながら、市民の皆さんとともに“すこやかなまち”

づくりへの歩みをより確かなものとしてまいります。 

 

次に、第 5次行政改革の取組状況についてであります。 

行政改革の推進に当たっては、第 5 次行政改革大綱と目標や年次ごとの取組内容を定め

た同推進計画に基づき、ＰＤＣＡサイクルによる進捗管理を行いながら取組を進めました。 

計画初年度の平成 27年度は、重点取組として掲げた「財政の健全化」、「行政運営システ

ムの見直し」、「人材育成・組織風土の改革」及び「『新しい公共』の創造・推進」の 4項目

について、総じて概ね順調に進捗したものと評価しております。 

このうち、「財政の健全化」の取組では、財政収支の均衡と将来負担の軽減を図りつつ、
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持続可能な財政基盤の確立に向け、優良な市債を有効活用することにより実質的な負担を

軽減したほか、未利用財産の売却や貸付けの促進など、歳入確保に努めました。また、累

積欠損金を抱える第三セクターに対して、中期経営計画の作成と進捗管理の徹底を求め、

経営改善に向けた取組を促すことで、将来負担の軽減につなげたところであります。 

「行政運営システムの見直し」の取組では、最少の経費で最大の効果を発揮することが

できる行政運営の体制や仕組みの確立に向け、事務事業の総点検に基づく取組を推進いた

しました。また、公の施設の再配置の取組のほか、全ての公共施設等を総合的かつ計画的

に管理し、老朽化対策等を推進するため、公共施設等総合管理計画を本年 2 月に策定いた

しました。このほか、市民相談と消費生活相談の窓口の一体化や法律相談体制の見直し、

納税に関する個別相談スペースの設置など、相談窓口の機能充実とサービスの向上を図っ

たところであります。 

「人材育成・組織風土の改革」の取組では、職員数の適正化及び効率的な組織の見直し、

さらには職員の能力が最大限に発揮される環境整備の推進に向けて、第 3 次定員適正化計

画に基づく定員管理を実施いたしました。あわせて、職員の自己啓発を促すため、専門職

の資格取得支援制度の整備と自主研修支援制度の見直しを行うとともに、人材育成を目的

とする新たな人事評価制度の試行に取り組んだところであります。 

最後に、「『新しい公共』の創造・推進」の取組では、人と人、人と地域、地域と地域、ま

た、異なる分野間の多様な関係性の再構築に向けて、地域コミュニティが抱える課題を解

決するための技術や手法を学ぶセミナーを開催したほか、まちづくりを担う人材の育成を

目的に、「元気の出るふるさと講座」を開催したところであります。 

 

続きまして、平成 27年度決算の概要及び特徴等について、一般会計を中心に前年度決算

額と対比してご説明いたします。 

一般会計の主な歳入のうち、その根幹をなす市税は、当初予算額を 13億 1,747万円上回

る 312億 4,308万円（以下、万円未満省略）となり、前年度と比べて 2億 286万円、0.7％

の増となりました。 

税目別の現年課税分におきまして、市民税の個人市民税は、総額で前年度とほぼ同額の

86億 9,480万円となりました。また、法人市民税は、製造業と鉱業で業績に改善が見られ

たことから、法人税割が 10.3％増の 29億 1,214万円となりました。 

固定資産税のうち土地では、地価下落の影響から 1.3％減の 38億 6,897万円となり、家

屋は、新築・増築家屋の建築数の減により 1.8％減の 52億 4,891万円となりました。また、

償却資産は、電気事業及び海上運送事業に係る新たな設備投資により、1.9％増の 67 億
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4,879万円となりました。 

国有資産等所在市町村交付金は、県所有の対象資産が増加したため、3.3％増の 4,780万

円となりました。 

軽自動車税は、軽四輪乗用車の保有台数の伸びにより、1.3％増の 5億 1,111万円、また、

市たばこ税は、消費本数の減少により、1.8％減の 13億 3,324万円となりました。 

入湯税は、入湯客数の増により、3.4％増の 4,758万円となりました。 

都市計画税は、固定資産税の土地・家屋と同様の理由により、1.2％減の 10 億 5,893 万

円となりました。 

地方譲与税は、地方揮発油譲与税などの増から、全体では 4.3％増の 10億 1,985万円と

なりました。 

利子割交付金は、利子所得が減となったことから、5.7％減の 4,326 万円となりました。

また、配当割交付金は、21.8％減の 1億 2,349万円となりました。 

株式等譲渡所得割交付金は、譲渡所得が増となったことから、28.6％増の 1 億 788 万円

となりました。 

地方消費税交付金は、社会保障分野の財源とするため、平成 26年 4月に地方消費税率が

引き上げられ、課税に伴う申告と納税の時間差から生じる影響額が平年度化したことから、

59.1％増の 38億 1,422万円となりました。 

ゴルフ場利用税交付金は、1.3％減の 2,658万円となりました。また、自動車取得税交付

金は、自動車取得税が増となったことから、29.2％増の 1億 6,763万円となりました。 

地方特例交付金は、0.8％増の 1億 216万円となりました。 

地方交付税は、241億 500万円で、20億 9,324万円、8.0％の減となりました。このうち、

普通交付税は、基準財政需要額の人口減少等特別対策事業費等が増額となった一方、基準

財政収入額の市民税法人税割や地方消費税交付金等が増額となったこと及び平成 27 年度

から合併算定替の縮減が始まったことなどから、15億 5,023万円、6.8％減の 211億 3,960

万円となりました。 

なお、普通交付税と臨時財政対策債を合算した、いわゆる「実質的な普通交付税」は、15

億 4,183万円、5.9％減の 247億 9,490万円となりました。また、特別交付税は、前年度よ

り降雪量が少なく、除雪費が減少したことなどから、5 億 4,301 万円、15.5％減の 29 億

6,539万円となりました。 

交通安全対策特別交付金は、5.7％増の 3,161万円となりました。 

分担金及び負担金は、保育料の歳入科目を負担金から使用料に改めたことにより、54.7％

減の 6億 7,248万円となりました。 
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使用料及び手数料は、保育料に係る歳入科目の変更に加え、北陸新幹線開業に伴う上越

妙高駅駐車場使用料の増などから、30.8％増の 24億 3,687万円となりました。 

国庫支出金は、社会資本整備総合交付金及び地域活性化・効果実感臨時交付金の減など

により、24億 9,591万円、18.5％減の 110億 2,932万円となりました。 

県支出金は、多面的機能支払補助金の増などにより、3 億 5,900 万円、6.4％増の 59 億

4,194万円となりました。 

財産収入は、都市計画道路用地の買収に伴う事業所への移転用地の売払いが生じたこと

などに伴い、5億 7,101万円、68.1％増の 14億 911万円となりました。引き続き、不要な

財産の積極的な売却に取り組むとともに、土地、建物貸付収入とあわせ、一層の財源確保

を図ってまいります。 

寄附金は、9,933万円減の 1億 4,282万円となりました。 

繰入金は、財政調整基金繰入金及び地域経済活性化・雇用創出基金繰入金の減などによ

り、24億 6,228万円、78.3％減の 6億 8,252万円となりました。 

繰越金は、4億 3,493万円、9.8％増の 48億 6,195万円となり、ここから繰越事業費に充

当する財源を除いた純繰越金は、43億 5,640万円となりました。 

諸収入は、経営改善支援資金貸付金など市制度融資貸付金の減額に伴う貸付金元利収入

の減などにより、15億 2,913万円、15.5％減の 83億 1,154万円となりました。 

市債は、臨時財政対策債が 840 万円の増、借換債が 3 億 2,362 万円の増となった一方、

合併特例債を中心に通常分の借入が 25 億 6,680 万円の減となったことから、22 億 3,477

万円、18.7％減の 97億 1,383万円となりました。 

なお、通常分の市債の借入れに当たりましては、決算見込みに基づく収支を勘案した上

で、将来の財政負担の軽減を図るため、借入予定であった市債のうち、元利償還金に交付

税措置のない市債を中心に 4億 4,250万円の発行を抑制したところであります。 

一般会計の収入未済額につきましては、0.1％減の 15 億 3,762 万円となりました。税等

の負担の公平性を確保するため、きめ細やかな納税相談と納税指導、納入促進員による訪

問活動、納税意欲に乏しい滞納者への厳正な滞納処分を実施するとともに、新潟県地方税

徴収機構に引き続き参加し徴収体制の強化を図ってまいりました。なお、不納欠損につき

ましては、一般会計全体で 6,815万円を地方税法などに基づき処分いたしました。 

 

次に、一般会計歳出の概要について、性質別の区分にしたがってご説明いたします。 

人件費では、退職手当の増が給与等の減を上回り、1.0％増の 171億 1,342万円となりま

した。また、補助費等が多面的機能支払補助金や暮らし応援商品券発行事業の増などによ
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り、11.0％増の 78億 9,494万円となりました。 

一方、物件費では、ケーブルテレビ事業の終了と原油価格の下落等に伴う光熱水費及び

燃料費の減などにより、7 億 3,367 万円減の 127 億 3,739 万円となったほか、維持補修費

は少雪に伴う除雪費の減少などにより、10 億 6,027 万円減の 32 億 4,418 万円となりまし

た。この結果、経常経費は、全体で 1.0％減の 692億 3,476万円となりました。 

投資及び出資金、貸付金は、えちごトキめき鉄道への出資金の皆減及び市制度融資預託

金の減少などにより、22.5％減の 65億 8,863万円となりました。また、積立金は、財政調

整基金及び減債基金への積立金の増などにより、144.2％増の 67 億 3,097 万円となりまし

た。 

普通建設事業費は、新幹線新駅周辺整備事業費の減などにより、36.3％減の 100億 3,496

万円、また、災害復旧費は、前年度に比べて災害が少なかったことから、58.0％減の 8,554 

万円となりました。 

 

この結果、一般会計の決算額は、歳入総額 1,060億 1,455万円、歳出総額 1,038億 7,568

万円となり、歳入歳出差引は 21 億 3,886 万円で、繰越明許費として平成 28 年度へ繰り越

した財源 2億 8,909万円を差し引いた実質収支は、18億 4,976万円となりました。 

 

以上の歳入及び性質別の歳出の概要を踏まえ、ここからは、第 2 次財政計画との比較に

ついて申し上げます。 

平成 27年度は、第 2次財政計画の初年度に当たり、予算編成と当該計画の策定作業を並

行して行ったことから、計画値と一般会計の当初予算額が一致しております。 

このため、計画値との対比による増減の主な要因は、平成 26年度からの繰越分及び平成

27年度補正予算で措置した内容のほか、国庫支出金等の交付決定を踏まえた補助対象事業

費と充当財源の調整、市税及び繰越金の上振れなどによるものであります。 

以下、主な増減の内訳及び要因について、計画値と決算額との対比でご説明いたします。 

まず、歳入のうち市税につきましては、法人市民税が計画値を 8億 9,877万円上回る 34

億 5,478万円に、また、固定資産税のうち償却資産が 3億 1,226万円増の 67億 9,668万円

となり、全体で 4.4％増の 312億 4,308万円となりました。 

地方消費税交付金は、38億 1,422万円で、3億 842万円、8.8％の増となりました。 

地方交付税は、241億 500万円で、4億 5,999万円、1.9％の減となりました。このうち、

普通交付税は、市町村の姿の変化に対応した交付税算定方法の見直しに伴い、平成 26年度

から措置されている支所経費に加え、消防費と清掃費の復元が実施されましたが、臨時財
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政対策債への振替分が見込みを上回ったことなどから、1.5％減の 211億 3,960万円となり

ました。 

なお、この普通交付税と臨時財政対策債を合算した「実質的な普通交付税」は、0.4％増

の 247億 9,490万円となりました。 

国庫支出金は、1.8％減の 110億 2,932万円に、また、県支出金は、3.1％減の 59億 4,194

万円となり、あわせて 3 億 8,920 万円の減となりました。国の補正予算を積極的に活用し

た経済対策や地方創生の取組を推進する一方で、社会資本整備総合交付金を始めとする補

助金の決定額が要望額を下回るなど、総額では計画値を下回ったところであります。 

財産収入は、14億 911万円で、8億 7,217万円、162.4％の増となりました。土地開発公

社から継承した土地の売払収入が 10億 4,030万円と、見込みを大きく上回ったことが主な

要因であります。これと連動して、減債基金への積立金が増額となり、同基金からの繰入

金を原資とした第三セクター等改革推進債の繰上償還を進めたことから、繰入金が 43.6％

増の 6億 8,252万円となりました。 

市債は、97億 1,383万円で、7億 1,350万円、6.8％の減となりました。このうち、借換

債は計画値と同額の 13億 9,323万円、普通交付税の振替分である臨時財政対策債が 13.5％

増の 36億 5,530万円、その他の市債は 19.7％減の 46億 6,530万円となりました。社会資

本整備総合交付金を始めとする国庫支出金等の決定額が見込みを下回り、補助対象事業費

を精査した結果、充当財源として予定していた市債の発行額が連動して抑制されたもので

あります。 

なお、第 2次財政計画の策定に際し、「実質的な普通交付税」につきましては、国から示

された考え方に基づき、当市への復元額を試算し、計画最終年である平成 34年度には単年

度で総額 60億円余り、割合にして約 65％が復元するものと見込んでおりました。その後、

平成 27年度の普通交付税が決定されましたことから、その内容を分析するとともに、平成

28年度の地方財政計画で示された新たな算定方法の見直し内容を踏まえ、復元額を再度試

算した結果、復元率は 57.0％程度に止まり、8年間の計画期間内において合計で約 42億円

の歳入減となる可能性が生じたところであります。 

この普通交付税は、国のマクロベースでは、総額で約 6,700億円、率にして 70％程度の

復元が予定されている中にあって、当市の復元割合は 70％を大きく下回る状況にあります

ことから、この間の見直し内容及び直近の算定結果を分析するとともに、広大な市域と多

団体合併という当市固有の実情が反映されるよう、広域合併団体に配慮した交付税の更な

る復元について、このほど国に改めて要望を行ったところであります。 
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次に、歳出についてご説明いたします。 

人件費は、171 億 1,342 万円で、2 億 7,583 万円、1.6％の減となりました。年度途中で

退職した職員に係る人件費が減となったほか、自己都合退職した職員の一人当たりの退職

手当の支給額が見込みを下回ったことが主な要因であります。 

物件費は、原油価格の下落等に伴う光熱水費及び燃料費の減などにより、6 億 4,397 万

円、4.8％減の 127億 3,739万円となりました。 

維持補修費は、少雪による除雪費の減などにより、4 億 7,853 万円、12.9％減の 32 億

4,418万円となりました。 

扶助費は、障害福祉サービス等の利用に係る介護給付・訓練等給付費や児童手当の給付

が見込みを下回ったことから、4億 6,709万円、3.2％減の 139億 8,510万円となりました。 

公債費は、2億 1,438万円、1.5％増の 142億 5,972万円となりました。 

このうち、地方債元金は、土地開発公社から継承した土地の売払収入が見込みを大きく

上回り、これを原資に第三セクター等改革推進債の繰上償還を前倒しして実行したことか

ら、3億 778万円増の 130億 8,420万円となりました。 

また、地方債利子は、起債対象事業費の確定以降に市債の発行を行うため、実際の借入

額が計画値を下回ったこと、また、新規に発行した市債の借入利率が見込みを下回ったこ

となどから、7,926万円減の 11億 7,260万円となりました。 

一方、一時借入金利子は、繰替運用が可能な基金残高が増加し、資金繰りが改善したこ

とから、1,413万円減の 291万円に抑制することができました。 

積立金は、財政調整基金や減債基金への積立金の増などにより、364.9％増の 67億 3,097

万円となりました。 

貸付金は、市制度融資預託金の減少などにより 10.6％減の 65 億 2,089 万円、各特別会

計への繰出金は、7.1％減の 112億 80万円となりました。 

普通建設事業費は、補助事業の内示を踏まえた年度間調整や入札差金が生じたことなど

により、8.0％減の 100億 3,496万円となりました。 

 

これら歳入歳出の主な要因を踏まえ、計画値との対比による増減を整理いたしますと、

歳入は総額で 30億 4,854万円の増、歳出は総額で 9億 967万円の増となり、収支差引額は

形式収支で 21 億 3,886 万円、翌年度へ繰り越すべき財源を除いた実質収支で 18 億 4,976

万円となりました。 

なお、年度末時点での剰余金見込額につきましては、これまでは予備費に計上し、繰越

金として整理した上で、地方財政法第 7 条の規定に基づき、翌年度において財政調整基金
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へ積み立ててまいりました。一方、第 2 次財政計画では、繰越金歳入を計上せず、入札差

金等による剰余金見込額を当該年度の収支に組み入れた上で、実質的な収支差引額として

いるところであります。この財政計画における整理の仕方に則り、平成 27年度末に見込ん

だ剰余金のうち 23億円余りを当該年度に財政調整基金へ積み立て、残りの 2億円を決算剰

余金見込額としております。 

 

以上の結果、財政調整基金年度末残高につきましては、計画値の 99 億 9,917 万円に対

し、46 億 1,725 万円増の 146 億 1,643 万円、また、市債の年度末残高は、計画値の 1,227

億 870万円に対し、39億 3,718万円減の 1,187億 7,151万円となりました。 

財政調整基金の平成 27年度末残高は、財政計画を上回る額を確保いたしましたが、先ほ

ども触れましたとおり、普通交付税の復元額が計画策定時の見込みを下回る見通しにあり

ますことから、計画最終年度となる平成 34年度末の基金残高は、計画値を約 7億円下回る

32 億円余りにまで減少するものと推計しております。さらに、平成 35 年度以降も歳出が

歳入を上回る状況が改善されない場合は、財政調整基金が枯渇する状況も懸念されること

から、自主財源確保の取組とあわせて、歳出削減の取組を並行して進めていく必要がある

ものと考えております。 

 

続きまして、主な財政指標についてであります。 

財政健全化判断比率は、平成 27年度においても 4種類全ての比率が警戒ラインとなる早

期健全化基準を下回りました。 

実質赤字比率と連結実質赤字比率は、一般会計等決算及び公営事業会計の特別会計との

連結決算がいずれも黒字であることから、該当比率は生じておりません。 

実質公債費比率は、公債費や債務負担行為額などの標準財政規模等に対する負担割合を

示す指標であります。第三セクター等改革推進債の繰上償還や元利償還金に普通交付税措

置のない市債である退職手当債の発行は行わないなど、後年度負担の軽減に取り組んだ結

果、前年度の 14.5％から 0.6ポイント改善し、13.9％となりました。 

将来負担比率は、一般会計等及び公営事業会計の市債残高などの合計に一部事務組合、

第三セクターなどに対する将来負担額を加えた額の標準財政規模等に対する割合を示す指

標であります。第三セクター等改革推進債の繰上償還などによる市債残高の減少と、財政

調整基金や減債基金の残高の増加などにより、前年度の 115.7％から 25.7ポイント改善し、

90.0％となりました。 

また、ガス、水道などの公営企業会計において資金不足がなかったことから、資金不足
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比率は生じておりません。 

次に、財政構造の弾力性の判断基準となる経常収支比率は、前年度の 91.1％から 1.4ポ

イント改善し、89.7％となりました。これは、比率を算出する際に「分子」となる経常経費

充当一般財源において、扶助費が 3.5％、1億 5,478万円増加する一方で、公債費が前年度

に比べて 2.7％、3億 3,864万円減少するなど、「分子」全体で 1.2％、6億 8,166万円の減

額となったこと、さらに、「分母」となる経常一般財源等収入額において、普通交付税と臨

時財政対策債を合わせた実質的な普通交付税額が 5.9％、15億 4,183万円減少する一方で、

地方消費税交付金が 59.1％、14 億 1,690 万円増加するなど、「分母」全体で 1 億 8,184 万

円の増額となったことから、比率が改善したものであります。 

なお、第 2次財政計画との比較では、実質公債費比率は 14.8％の見込みのところ 13.9％

に、また、将来負担比率は 131.2％の見込みのところ 90.0％と、それぞれ財政計画を下回

る水準に抑制することができました。 

しかしながら、経常一般財源となる「実質的な普通交付税」は、平成 27年度から段階的

な縮小が始まっており、この減額は財政構造の硬直化を招くとともに、標準財政規模の縮

小につながるため、実質公債費比率や将来負担比率を押し上げる要因ともなってまいりま

す。 

繰り返しとなりますが、第 2次財政計画で見込んだ「実質的な普通交付税」が、8年間の

計画期間内において合計約 42億円の歳入減となる見通しを踏まえ、復元に向けた要望を重

ねて行っていくとともに、引き続き、計画的な財政運営を行うことにより、平成 28年度以

降の各比率の悪化を財政計画で想定した範囲内に収めるなど、財政の健全性を確保してま

いります。 

 

続きまして、平成 27年度における主要事業の成果についてであります。 

はじめに、一般会計で取り組んだ主な事業について、第 6 次総合計画の三つの重点戦略

に沿って、それぞれの実施内容と成果の概略をご説明いたします。 

第一の「暮らし」の戦略では、市民の暮らしの安心感を高めるため、地域における様々

な場面での支え合いを担う人材の育成と、最適な枠組みの構築に向けて、つながりを育み

強化する取組を進めました。 

一点目の取組は「“つながり”を育むまちづくり」であります。 

地域コミュニティや多様な市民活動団体による支え合い活動の一層の活性化を図るため、

ＮＰＯ・ボランティアセンターの機能を強化し、市民活動団体が求める各種セミナーや助

成金などに関する情報発信を行うとともに、団体同士の交流会を新たに開催いたしました。
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このほか、地域協議会での自主的審議が活発に行われるよう諮問基準などを見直すととも

に、引き続き全ての地域自治区で地域活動支援事業を実施するなど、地域住民の自主的・

主体的な活動を支援いたしました。 

また、介護保険の新総合事業の取組の一つである高齢者の地域支え合い事業の受託を契

機に、新たに地域の活力向上に取り組む住民組織の活動を支援するため、車両等の購入費

用を助成したほか、自主防災組織の結成や防災活動の取組が困難になってきている町内会

の実態を把握した上で、地域全体で補完する支え合いの体制づくりについて検討を進めま

した。 

さらに、地域の特徴や課題を学びながら地域の活性化について考える「元気の出るふる

さと講座」の開催や、町内会等が抱える課題の解決手法を学ぶ「地域コミュニティ活動サ

ポート事業」の実施を通じて、地域の活性化や課題解決に向けて自ら行動する人材の育成

に取り組みました。 

このほか、上越教育大学、新潟県立看護大学と連携し、町家を生かした学生の街なか居

住に関する研究や、中山間地域の住民の皆さんとの交流や農業体験など、学生と地域の“つ

ながり”を深めるモデル事業を実施いたしました。 

二点目の取組は、「子どもたちのすこやかな育ちを育む“つながり”の強化」であります。 

コミュニティ・スクールの取組では、平成 27 年 7 月に当市で開催した全国コミュニテ

ィ・スクール研究大会において、当市の先進的な取組を紹介するとともに、学校運営協議

会の望ましい在り方について情報交換を行いました。本大会の開催を契機に、地域ととも

に歩む特色ある学校づくりに取り組んだほか、地域の課題について中学生が地域の大人と

話し合う機会を設けるなど、学校・家庭・地域が一体となった地域ぐるみの教育活動と健

全育成の取組を進めました。 

また、こどもセンターや子育てひろばでは、子育て情報の提供と相談支援、保護者同士

の交流の機会を設けるなど、子育てに関する不安解消を図る取組を進めたほか、育児の援

助を受けたい人と援助に協力いただける人をコーディネートすることにより、子育ての相

互援助を促進するなど、安心して子育てができる環境づくりを推進いたしました。 

さらに、子どものすこやかな育ちを促すため、こども発達支援センターへ新たに就学ア

ドバイザーを配置し、就学に向けたきめ細やかな相談を行うとともに、発達等に不安のあ

る乳幼児への療育サービスの提供や保護者への相談対応など、乳幼児期から就学期まで切

れ目のない支援に当たりました。 

三点目の取組は、「お年寄りのすこやかな暮らしを支える“つながり”の強化」でありま

す。 
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高齢者と地域コミュニティ、ＮＰＯ等の市民活動団体、さらには高齢者同士の“つなが

り”を構築・強化するための取組として、介護保険制度の大幅な改正を踏まえ、全国に先

駆けて新総合事業に取り組みました。全国一律の基準による予防給付から、当市の実態に

見合った多様なサービスに移行するとともに、地域支え合い事業として高齢者の居場所と

出番づくりを目的とした「通いの場」を全ての地域自治区に設置いたしました。 

また、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して生活することができるよう、地域に

おける高齢者の見守り体制づくりや医療機関と介護保険事業所の連携について、関係者と

具体的な協議を行うなど、上越市版の地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めま

した。 

さらに、高齢者向けの各種の趣味講座を始め、スポーツ大会や作品展などの開催を通じ

て、趣味活動などによる仲間づくりや生きがいづくりを支援するとともに、シルバー人材

センターや老人クラブなどへの助成を行い、就業や奉仕活動などによる社会参加を支援い

たしました。 

四点目の取組は、「中山間地域のすこやかな暮らしを支える“つながり”の強化」であり

ます。 

中山間地域における生活の不安を“つながり”の力で解消していく体制を整えるため、

「中山間地域の暮らしは地域の支え合いで守る」を合言葉に、集落づくり推進員が集落の

将来についての話し合いを働きかけ、住民同士の支え合いによる地域課題の解決を支援す

るとともに、中山間地域において不足する労力を、企業等のボランティア活動で補完する

「中山間地域支え隊」を新たに導入するなど、多様な“つながり”による支え合いの強化

に取り組みました。 

また、国の農村集落活性化支援事業などを活用した地域マネジメント組織等の活動を支

援するとともに、中山間地域における冬期間の雪害対策として、7地区に冬期集落支援業務

を委託し、生活道路の確保や高齢者世帯などの雪処理を実施するなど、地域の暮らしを持

続的に支えていく体制づくりに取り組みました。 

第二の「産業」の戦略では、地域に元気をもたらし、市民が働きがいを実感できる産業

の創出を図るため、地域産業の競争力向上と域内経済循環の強化、働く場の確保と選択肢

の拡大に向けた取組を進めました。 

一点目の取組は、「選ばれる“上越の産品”づくりと市民ぐるみでの魅力発信」でありま

す。 

産業、農業の垣根を越えて、当市の優れた地域資源を生かした産品づくりと、その魅力

発信を推進するため、農産物の生産者と食品製造事業者、飲食店などが連携して取り組む
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「選ばれる上越ならではの産品づくり」を支援するとともに、メイド・イン上越の認知度

向上を図るため、市内複数の施設に認証品を扱う常設販売コーナーを設置し、市民から商

品の魅力に触れていただき、贈答等の利用を通じて広く市内外へ商品の魅力が発信される

よう取り組みました。 

また、市内産品の一層の認知度向上と販路拡大を進めるため、インターネットを活用し

て販路拡大を目指す中小企業者を支援するＩＴ活用販売促進事業補助金を創設したほか、

「発酵のまち上越」のＰＲや見本市等への出展経費の補助など、事業者が行う取組を支援

いたしました。 

さらに、上越産米を始めとした当市の優れた農産物及び農産加工品等の知名度向上と有

利販売を促進するため、都市生協との連携を継続したほか、生産者自らが首都圏等で行う

販売促進の取組を支援するとともに、首都圏の飲食店シェフ等との交流イベントを通じて、

農産物の販路拡大に取り組みました。 

このほか、稲作に続く新たな農産物の産地化を目指し、種苗費等の購入支援など集落営

農組織等への園芸導入を進めるとともに、学校給食用野菜の地場産使用率向上と安定供給

を推進いたしました。 

二点目の取組は、「まちの未来を切り開く新産業の創出」であります。 

地域に根付いた新たな産業を創出するため、上越商工会議所、市内金融機関、市で構成

する創業支援ネットワークが中心となり、セミナーの開催や相談窓口の開設など、創業に

関する総合的な支援に取り組んだほか、創業支援利子補給補助金を創設し、創業者や第二

創業者に対する支援の充実を図りました。 

また、製造業における技術革新を見据えたセミナーの開催や、新製品の研究開発に対す

る補助及び個別相談のほか、企業間や産学間の連携のコーディネートなどを通じて、事業

者が取り組む新製品や新技術の開発等を支援いたしました。 

さらに、次世代のエネルギー資源として期待されるメタンハイドレートの調査や商業化

を想定した直江津港の拠点港化に向けて、国や関係研究機関を訪問し、情報収集に努める

とともに、県内のエネルギー関係企業や行政機関などで組織する新潟県表層型メタンハイ

ドレート研究会に参加したほか、環境関連イベント等を通じて、当該資源の有する潜在力

を市民に広く周知するなど、関連施設の誘致に向けた機運の醸成を図りました。 

三点目の取組は、「生きがいを持って働けるまちづくり」であります。 

より多くの市民が生きがいや働きがいを感じながら暮らすことができるよう、県のハッ

ピー・パートナー企業の登録を受けて、職場環境の改善等、ワーク・ライフ・バランスの推

進に積極的に取り組む中小企業者を対象とした利子補給補助金を創設するとともに、若手
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社員の早期離職が課題となっていることを踏まえ、定着を図るためのセミナーを開催いた

しました。 

また、Ｕ・Ｉ・Ｊターンの促進に向けて、市内のインターンシップ受入企業を紹介する

ホームページ及び市内企業の情報等を発信するフェイスブックを立ち上げるとともに、新

たに設置した雇用政策専門員が大学等を訪問し、インターンシップの有効性や当市企業の

受入体制などについてＰＲを行ったほか、市内企業を対象に受入事業所の開拓に取り組み

ました。 

さらに、障害のある方への支援として、就職に有利な資格を取得する際の受験料等を助

成する制度を創設したほか、障害のある方が農作業に従事する「農福連携障害者就労支援

モデル事業」を実施し、福祉事業所の作業メニューの一つに、新たに農作業が加わるきっ

かけを作ることができました。 

第三の「交流」の戦略では、新たにまちの力となった北陸新幹線の効能を活用すること

により、当市の多彩な地域資源を生かした交流を促進し、その波及効果を最大限に発現し

ていく中で、市民の皆さんの心豊かな暮らしの実現に資する取組を進めました。 

一点目の取組は、「ひと・もの・情報が行き交う仕組みや体制の整備」であります。 

来訪者による市内の回遊を促すため、周遊をサポートする観光インフォメーションウェ

ブサイト「上越観光Ｎａｖｉ」を開設するとともに、観光地や利用者が多い公共施設にＷ

ｉ－Ｆｉサービスの利用環境を整備したほか、上越妙高駅を起点とする観光周遊バス「ぶ

らっと春日山・高田号」を運行し、北陸新幹線を利用して当市を訪れる観光客の観光スポ

ットへの誘導を図りました。 

また、外国人観光客の誘客を推進するため、官民による上越市インバウンド推進協議会

を立ち上げ、外国人の観光ニーズの把握や受入充実のためのおもてなし研修などを実施し

たほか、誘客促進国を対象とした旅行商品造成のプロモーションを行いました。 

さらに、街なか回遊の促進に向けて、高田開府 400 年記念関連事業として、市民スタッ

フによる町家見学会やまちなみ散策ミニツアー、地元町内会や市民団体と連携した協働イ

ベント「越後高田町家三昧」を開催したほか、当市の豊かな地域資源を生かした越後田舎

体験事業の受入体制の拡充に向け、新規受入地域の拡大と事業内容の充実を図るなど、交

流人口を拡大し、その効果を市内に波及させる取組を進めました。 

このほか、市民の新たな交流の場となる（仮称）厚生産業会館について、平成 29年度の

開館に向けて本体工事に着手するとともに、総合博物館の展示リニューアルと施設の長寿

命化を図るための基本設計を行ったほか、小林古径邸敷地内に新たな美術館施設を整備す

るための基本設計に着手いたしました。 
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二点目の取組は、「新水族博物館を核とした地域活性化」であります。 

平成 30年度の開館に向け、新水族博物館の実施設計を完了するとともに、集客効果を地

域の活性化に波及させるため、来館者のニーズと街なかへの回遊の可能性等を把握するア

ンケート調査を実施いたしました。 

また、直江津地区における街なかの賑わいづくりでは、地元商店街や市民団体など関係

団体によるワークショップを開催し、お土産品の商品開発や街なか回遊の向上に資する取

組の検討を進めました。 

三点目の取組は、「強みを生かした多様なコンベンションの展開」であります。 

全日本学生体操競技選手権大会など各種スポーツ大会を誘致するとともに、2020年東京

オリンピック・パラリンピックの機会を捉え、県内自治体に先駆けて上越市合宿招致委員

会を設立し、ドイツ体操チームの事前合宿招致に官民一体となって取り組み、ホストタウ

ンとして国の第 1次登録を受けたところであります。 

また、事前合宿の受入れと今後のスポーツコンベンションの拡充、地元の体操競技力の

向上と発展を見据える中で、（仮称）上越市体操アリーナの整備について、施設の機能や規

模の見直しに取り組みました。 

 

続きまして、各特別会計の決算状況について、その概要を申し上げます。 

まず、国民健康保険特別会計であります。 

歳入総額 228 億 3,262 万円に対し、歳出総額は 225 億 9,396 万円となり、歳入歳出の差

引で 2億 3,866万円となりました。 

被保険者数は年間の平均が 4 万 2,559 人で、前年度に比べ 3.5％の大幅な減少が続きま

した。この影響もあり、保険税が現年度調定額で前年度に比べて 3億 851万円少ない 36億

1,376万円、一人当たりでは 4,041円少ない 8万 4,912円となりました。 

また、収納率は、現年課税分が前年度に比べて 0.5ポイント増の 93.9％、滞納繰越分が

0.3ポイント減の 18.1％、全体で 0.4ポイント減の 75.4％となりました。 

一方、歳出の大部分を占める保険給付費は、高額な新薬の普及やインフルエンザの流行

等により、前年度に比べて 0.4％増の 139億 7,841万円となりました。 

保健事業では、データヘルス計画に基づき、高血圧・糖尿病・脂質異常症・メタボリック

シンドローム対策を中心とした重症化予防の取組を強化するとともに、新規の透析患者の

抑制等を目的に、全国健康保険協会新潟支部と人工透析予防サポート事業を含む「健康づ

くりの推進に向けた包括的連携に関する協定」を締結し、働き盛り世代からの特定健康診

査の受診や特定保健指導を通じて、疾病予防と健康の維持・増進を図る中で、医療費の抑
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制に取り組んだところであります。 

 

次に、診療所特別会計であります。 

歳入総額、歳出総額ともに 5億 1,641万円となりました。 

国民健康保険診療所 4 施設を運営し、地域医療の確保と充実を図りました。診療所全体

の年間延べ患者数は、前年度に比べて 123人減の 4万 1,544人となりました。 

人口減少の影響から患者数の減少傾向が続いておりますが、引き続き、安定的かつ継続

的な医療環境の確保に努めてまいります。 

 

次に、索道事業特別会計であります。 

歳入総額、歳出総額ともに 4,266万円となりました。 

計画的な施設整備とシーズン前及び始業時の点検を徹底し、必要に応じて修繕を行うな

ど、金谷山リフトとスーパーボブスレーの安全運行を図りました。 

スーパーボブスレーの利用者は、雨天による営業日数の減少から 2 万 4,202 人と、前年

度に比べて 4,118 人、14.5％の減となり、また、スキーの利用者も記録的な少雪による営

業日数の減少から、前年度に比べて 4,836人、72.1％減の 1,869人となりました。 

 

次に、下水道事業特別会計であります。 

歳入総額 110 億 5,841 万円に対し、歳出総額は 110 億 4,876 万円となり、歳入歳出の差

引で 965万円となりましたが、繰越明許費に充当する財源として平成 28年度へ 948万円を

繰り越したことから、実質収支は 16万円となりました。 

公共下水道は市民生活に密着した生活関連の基盤施設であり、引き続き、計画的に汚水

管渠の整備を推進したほか、飯、春日山町及び下源入地区において浸水被害の軽減に向け

た雨水管渠整備を行うとともに、上越妙高駅周辺地区の汚水管渠整備を進めました。 

また、下水道センター、名立浄化センター及び管路施設の長寿命化対策を進め、施設の

長寿命化と維持管理費の節減に取り組んだほか、消化ガスの有効活用を図るため、ガス発

電設備工事に着手いたしました。 

さらに、生活排水処理推進員によるきめ細やかな個別相談を実施するとともに、低所得

者世帯及び生活保護世帯に対して排水設備の設置費用の一部を助成したほか、排水設備設

置資金の融資を受けた方に利子補給を行うなど、引き続き接続の促進を図りました。 

平成 27年度末の整備済面積は 3,570ヘクタール、整備区域内における接続率は 93.1％、

全体計画区域内における人口ベースの進捗率は 76.8％となりました。今後も公共下水道の
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着実な整備と施設の適正な維持管理及び接続促進を推進するとともに、公衆衛生の向上と

公共用水域の水質保全を図ってまいります。 

 

次に、農業集落排水事業特別会計であります。 

歳入総額、歳出総額ともに 24億 3,556万円となりました。 

引き続き、施設の適正な維持管理及び機能強化対策工事による長寿命化に取り組むとと

もに、接続の促進を図りました。 

平成 27 年度は、新たに 35 件の接続があったものの、供用区域内における人口減少の影

響から、接続率は平成 27年度末で 92.1％と、前年度と同率となりました。今後も施設の適

正な維持管理と接続促進を推進するとともに、農村地域の生活環境の改善及び公衆衛生の

向上に取り組んでまいります。 

 

次に、介護保険特別会計であります。 

歳入総額 227 億 5,957 万円に対し、歳出総額は 222 億 4,551 万円となり、歳入歳出の差

引で 5億 1,406万円となりました。 

介護保険制度の改正を受け、介護予防サービスを必要とする人の心身の状態に応じた多

様なサービスを提供するとともに、高齢者の居場所と出番づくりなどを進めるため、全国

に先駆けて新総合事業に取り組みました。 

また、生活習慣病等の重症化や要介護状態への移行を予防するため、生活習慣病のリス

クの高い高齢者を対象とした個別訪問型の高齢者健康支援訪問事業を推進するなど、継続

的な介護予防事業の取組を進めた結果、要介護認定者数は、前年度に比べ 7.5％、995人減

の 1 万 2,265 人となりました。あわせて、要介護認定率では、第 1 号被保険者は前年度の

22.3％から 20.3％に、また、第 2号被保険者も前年度の 0.43％から 0.40％に、それぞれ減

少いたしました。 

なお、保険給付費につきましては、全国一律で行われた平均 2.27％の介護報酬の減額改

定や要介護認定者数の減少などから、前年度に比べ 0.3％減の 208 億 6,351 万円となり、

平成 12年度の制度開始以降、初めて前年度を下回ったところであります。 

 

次に、地球環境特別会計であります。 

歳入総額、歳出総額ともに 8,237万円となりました。 

売電収入は、前年度に落雷や経年劣化に伴う故障及び修繕に伴う長期の運転停止があっ

たこともあり、39.4％増の 3,261万円となりました。 
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なお、4 基の風力発電施設の稼働により、一般家庭 414 世帯分に相当する二酸化炭素排

出量を削減したほか、引き続き 1 号機と 3 号機を雷対策の実機試験に供し、風力発電技術

の向上に寄与するなど、地球温暖化対策と再生可能エネルギーの普及啓発に貢献いたしま

した。 

 

次に、新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計であります。 

歳入総額、歳出総額ともに 8億 1,402万円となりました。 

信越本線移設に伴う廃線敷の撤去や、上越妙高駅の東西を結ぶ都市計画道路新幹線駅環

状線の整備を完了するとともに、駅東側区域の建物移転補償や道路築造及び宅地整地工事

を進めたところであります。 

 

次に、浄化槽整備推進事業特別会計であります。 

歳入総額、歳出総額ともに 1,043万円となりました。 

生活環境の改善と公衆衛生の向上を図るため、市が設置した浄化槽 124 基の適正な維持

管理を行いました。 

 

次に、後期高齢者医療特別会計であります。 

歳入総額 17 億 4,093 万円に対し、歳出総額は 17 億 3,922 万円となり、歳入歳出の差引

で 171万円となりました。 

保険料の徴収と保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合への保険料納付のほか、人

間ドック健診費用の助成を行いました。 

また、後期高齢者健康診査の受診勧奨や結果説明会等の健康増進事業の取組として、重

症化しやすい対象者を栄養士等の専門職が訪問し、健診結果や生活実態を踏まえた保健指

導を行うなど、生活習慣病の重症化予防・介護予防の充実を図ったところであります。 

被保険者数は年間の平均が 3 万 986 人で、前年度に比べ 0.9％増加いたしましたが、現

年賦課分の保険料の一人当たり調定額は、前年度に比べて 1,509 円減の 4 万 983 円となり

ました。収納率は、前年度と同じ 99.9％であります。 

 

最後に、病院事業会計であります。 

収益的収支では、事業収益が 25 億 190 万円、事業費用が 24 億 3,848 万円となり、差し

引き 6,342万円の黒字となりました。 

医師の不足や慢性期病院に厳しい診療報酬制度など病院事業を取り巻く環境が厳しさを
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増す中、上越地域医療センター病院では、指定管理者である一般社団法人上越医師会と連

携し、地域医療の充実と良質な医療サービスの提供と、病院運営の健全化に取り組んでま

いりました。 

入院と外来の延べ患者数は、前年度と比べ 2,678 人増の 9 万 5,398 人となり、開院後最

多の実績となったところであります。 

また、介護サービス事業の延べ利用者数は、訪問リハビリテーション事業が 139 人増の

3,911人、訪問看護事業が 1,020人増の 4,137人となりました。 

なお、医療行為を伴う重症心身障害児・者を受け入れる短期入所事業の延べ利用者数は、

13人減の 344人となったほか、在宅医療の推進や患者サービスの向上を図るため、平成 27

年度から開始した居宅介護支援事業につきましては、延べ利用者数 77人を数えたところで

あります。 

医業収益の面では、入院診療において開業後初めて、入院患者数が 1 日平均 160 人を超

えたほか、外来診療においては、平成 27年 6月に総合診療科を内科から独立して設置した

ことなどにより患者数が増加し、入院収益が 6,649 万円、外来収益が 2,588 万円の増収と

なりました。 

介護サービス事業につきましては、訪問看護事業の延べ利用者が増加したことから、

1,157万円の増収となりました。 

医師数に関しては、総合診療科を担当する内科医が 1 人加わり、一年を通じて常勤医師

10人体制を維持するとともに、不在となっている整形外科医につきましては、新潟労災病

院、県立中央病院及び東京慈恵会医科大学から非常勤医師の派遣を受け、平成 27年 7月以

降は休診日を設けることなく外来診療を実施いたしました。 

なお、医療センター病院は施設の老朽化が進んでいることから、専門的な知見を有する

コンサルタントを活用し、経営状況等の分析と病院を取り巻く課題の洗い出しなどを行う

とともに、先進的な病院を視察するなど、今後の在り方について検討を進めてまいりまし

た。引き続き、当病院の改築に向けて、地域における位置付けのほか、必要な機能や規模

などを検討し、基本構想の策定へとつないでまいります。 

 

続きまして、補正予算の主な内容についてご説明いたします。 

 

〇 議案第 127号は、平成 28年度上越市一般会計補正予算であります。 

歳入歳出予算総額に 17億 6,789万円（以下、万円未満省略）を追加し、予算規模を 1,154

億 1,773万円とするものであります。 
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その主な内容は、退職手当債の残債務の全てを繰上償還するため、地方債元金償還費等

を増額するとともに、国の社会資本整備総合交付金の交付決定を踏まえ、新水族博物館ほ

か 2 事業について財源の組替え及び補助対象事業費を調整するほか、清里区梨平地内で発

生した地すべり災害の復旧に係る経費などを補正するものであります。 

あわせて、後ほど概要をご説明いたします国宝「太刀無銘一文字
た ち む め い い ち も ん じ

（号
ごう

 山鳥毛
さんちょうもう

）」の取得

に向けた取組につきまして、募金活動等に必要な経費を増額するものであります。 

なお、前年度決算剰余金につきましては、その二分の一を財政調整基金に積み立てた上

で、平成 27年度の 3月補正予算編成後に収入となった水族博物館整備に対する寄附金等相

当額を同整備運営基金に積み立て、残額を退職手当債の繰上償還に充てるものであります。 

 

それでは、歳出予算から款を追って主な事業をご説明いたします。 

〇 総務費は、9億 3,698万円の増額であります。 

財政調整基金積立金は、平成 27年度決算剰余金の二分の一に当たる 8億 2,488万円を積

み立てるものであります。 

並行在来線対策事業では、北越急行株式会社の安定経営を支援するため、ほくほく線の

安全輸送に資する鉄道設備の整備に対して、県及び沿線市町が協調して補助する経費を増

額するものであります。 

（仮称）厚生産業会館建設事業では、社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源

の組替えを行うものであります。 

新水族博物館整備事業では、社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、財源の組替え

を行うとともに、前年度にいただいた篤志家からの寄附金などを水族博物館整備運営基金

に積み立てるものであります。 

市税還付費では、法人市民税等の過年度還付額が当初の見込みを上回る見通しとなった

ことから、不足分を増額するものであります。 

〇 民生費は、7,659万円の増額であります。 

介護保険特別会計繰出金では、国の地域支援事業の見直しに伴い、在宅介護手当に係る

交付金が減額となり、財源不足が生じることに加え、新たに開始する住民主体の訪問型生

活支援サービスの実施に伴う経費を補てんするため、介護保険特別会計への繰出金を増額

するものであります。 

福祉施設建設事業では、介護保険施設等においてスプリンクラー等を整備する事業者に

対して、国の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金が交付される見込みとなったこと

から、所要の経費を増額するものであります。 
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シニアサポートセンター運営事業では、住民主体の訪問型生活支援サービスの 12月から

の開始に向け、一般会計から介護保険特別会計へ事業を移行することとし、当該事業に係

る経費を減額するものであります。 

後期高齢者医療制度運営費では、平成 27年度における医療給付費の確定に伴う精算が生

じたことから、新潟県後期高齢者医療広域連合への負担金を増額するものであります。 

くるみ家族園管理運営費では、経年劣化により不具合が生じているボイラー設備の更新

に要する経費を増額するものであります。 

〇 衛生費は、1,408万円の増額であります。 

予防接種事業では、予防接種法施行令の改正に伴い、本年 10月 1日からＢ型肝炎ワクチ

ンが定期接種に追加されることから、予防接種に係る委託料等を増額するものであります。 

〇 農林水産業費は、440万円の減額であります。 

自然循環型農業推進事業では、環境保全に資する農業の取組面積が当初の見込みを上回

ることとなったため、環境保全型農業直接支払交付金を増額するものであります。 

中山間地域等活性化対策事業では、春先の融雪が遅れた場合に育苗用地等の消雪を支援

する緊急消雪促進対策事業費補助金について、少雪に伴い執行が生じなかったことから、

同補助金を減額するものであります。 

〇 商工費は、1,110万円の増額であります。 

設備投資促進事業では、新潟県南部産業団地の分譲に伴う産業団地等取得補助金を増額

するものであります。 

観光振興対策事業では、各種コンベンションの開催件数が当初の見込みを上回ったこと

から、主催者に対し開催補助金を交付している公益社団法人上越観光コンベンション協会

への補助金を増額するものであります。 

イベント推進費では、4 月の観桜会期間中の強風により会場に設置した数多くのぼんぼ

りが破損したことから、その製作を支援するため、観桜会事業補助金を増額するものであ

ります。 

〇 土木費は、2億 5,429万円の減額であります。 

道路整備事業では、社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、都市計画道路黒井藤野

新田線の用地購入費及び物件移転補償料を減額するものであります。 

なお、減額分については、平成 29年度の社会資本整備総合交付金の活用を想定し、新た

に債務負担行為を設定するものであります。 

空き家等管理促進事業では、特定空き家等の発生を未然に防止するとともに、空き家等

の適切な管理及び活用促進がなされるよう、特定空き家等の除却に係る補助金及び公益社
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団法人新潟県宅地建物取引業協会会員が実施する空き家等の現地調査に対する負担金を増

額するものであります。 

〇 教育費は、38万円の増額であります。 

博物館管理運営費では、上杉謙信公と景勝公の愛刀として上杉家に伝来し、昭和 27年 3

月 29日に国宝に指定された「太刀無銘一文字
た ち む め い い ち も ん じ

（号
ごう

 山鳥毛
さんちょうもう

）」の取得に向け、ふるさと納

税用パンフレットの印刷費及び募金活動等を行う市民団体への負担金を増額するものであ

ります。 

ここで、これまでの経緯を含め、謙信公ゆかりの太刀取得に向けた取組などについてご

説明申し上げます。 

この太刀は、現在、個人が所有し、岡山県立博物館に寄託されておりますが、昨年 6 月

に新潟県立歴史博物館を通じて当市教育委員会に対し、所有者の方が謙信公ゆかりの地に

太刀を譲渡する意向を持っておられるとの情報がもたらされました。これを受け、教育委

員会から取得に向けて検討を進めたいとの協議がございましたので、私からは、まず事実

関係や経緯を十分調査した上で、慎重に対応するよう指示いたしました。 

その後、県立歴史博物館との協議と情報収集を進める中で、この太刀が福岡一文字派に

よる備前刀の最高傑作であり、上杉景勝公が定めた「三十五腰
さんじゅうごこし

」の中でも一番の名刀であ

ること、また、刀剣収集家として知られた所有者の祖父が購入した経緯などを確認すると

ともに、昨年 9月、教育委員会が担当者を所有者のもとへ派遣した際には、「上越市が希望

するのであれば、太刀を謙信公の故郷へ戻したい」との意向も直接確かめることができま

した。 

上杉家は、上杉景勝公の時代に国替となったことから、謙信公を始めとする同家ゆかり

の遺品は、当市内にはほとんど残されていない現状にあります。 

しかしながら、改めて申し上げるまでもなく、上杉謙信公が、戦国の世にあっても貫い

た「義の精神」は、私たち上越市民に広く受け継がれ、春日山城跡の保存整備を始め、謙信

公祭の開催など、行政と地域が手を携え、顕彰と次世代への伝承に向けた取組を進めてい

るところであります。 

こうしたことも踏まえ、教育委員会では、今後の対応について広く関係の皆様のお考え

をお聴きするため、謙信公の顕彰活動に取り組んでおられる春日山城跡保存整備促進協議

会及び謙信公「義の心」の会のご意見を伺うこととし、その中で「謙信公を市民の誇りと

して改めて認識してもらう良い機会となる。」「謙信公への想いが市民の中で更に一歩前へ

進むためにも、太刀取得に向けた寄附を呼びかけるなど市民運動として協力したい。」「是

非、市で太刀を購入してほしい。」など、いずれも強い熱意をお示しいただいたところであ



- 23 - 

ります。 

あわせて、この 2 団体の皆様を中心に、太刀取得に向けた市民運動の母体となる団体を

設立されようとする動きも活発化したことから、これらの活動が広がりを持つものとなる

よう、上越商工会議所と上越観光コンベンション協会にも協力を要請し、いずれもご快諾

をいただきました。このような経過の中、このたびこの 4 団体が中心となり、この太刀の

取得に向けた市民運動を展開するとともに、「義の心」を全国へ発信するための組織として、

「国宝謙信公太刀（山鳥毛）収集市民会議」が設立される運びとなりました。 

教育委員会では、この太刀を市民を挙げて「市民の宝」として迎えることの意義を捉え、

博物館協議会での審議なども経る中で検討を進め、平成 29年度での太刀取得を目指すとし

たことから、市として市民活動費の一部を負担し市全体での取組を後押しするとともに、

市外からの寄附も得られるよう、ふるさと納税の受入に向けた準備を進めるなど、市民会

議の活動を下支えしながら、官民一体となった取組を進めることといたしました。 

国宝である太刀を取得し、改修後の総合博物館に所蔵、展示することにより、文化的に

も経済的にも様々な波及効果が期待されるところでありますが、私といたしましては、何

よりもこうした市民の皆様の機運の高まりと、その取組活動に大きな意義を見出したもの

であります。太刀の取得検討に際し、刀剣に関する学術研究者などによる価格評価を行っ

たところ、3 億 2 千万円の評価額が提示され、取得には多額の経費を要する見込みではあ

りますが、金額の多寡に関わらず、より多くの市民、企業、団体などの皆様から購入経費

の一部をご寄附いただく過程を通じ、上杉謙信公が残された「義の心」が再認識されると

ともに、市民の宝として思いを寄せていただくことで、ふるさとへの愛着と誇りがさらに

高まるものと考えております。 

今後、市では、ふるさと上越応援寄附金について募集を開始するとともに、市外に本社

を置く企業の皆様からもご協力を得られるよう、税制優遇措置がある企業版ふるさと納税

を平成 29年度から活用し、寄附を募りたいと考えております。 

その上で、現在、歴史に特化した博物館として整備を進めております総合博物館のリニ

ューアルオープン予定の平成 30 年 7 月に間に合うよう、平成 29 年度当初予算に太刀購入

に係る経費を計上し、同年度末までに太刀を購入したいと考えているところであります。 

〇 引き続き、補正予算の説明であります。災害復旧費は、2,257万円の増額であります。 

農地、農業用施設災害復旧費では、平成 27年 4月に清里区梨平地内で発生した地すべり

の移動が終息したことに伴い、復旧に係る経費を増額するものであります。 

〇 公債費は、8億 7,087万円の増額であります。 

平成 18 年度から平成 21 年度にかけて借り入れた退職手当債の残債務全てを繰上償還す
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ることとし、所要となる元金償還金を増額するものであります。 

〇 予備費は、9,400万円の増額であります。 

熊本地震に係る災害支援や、4 月及び 5 月の市内強風被害の復旧、さらに法人市民税等

の過年度還付などについて、この間、予備費を充用し対応してきたところでありますが、

今後の不測の事態に対応するため増額するものであります。 

 

次に、歳入について、主な内容をご説明いたします。 

〇 市税は、固定資産税償却資産に係る新幹線関連の新規課税分などが当初の見込みを上回

ったことから増額するものであります。 

〇 地方交付税は、普通交付税の交付額決定に伴い減額するものであります。固定資産税の

増により基準財政収入額が当初見込みを上回るとともに、臨時財政対策債への振替額が見

込みを上回ったことなどから、当初予算額に対して 2.6％減、5億 961万円の減額となった

ものであります。 

〇 国庫支出金は、4億 666万円の減額であります。 

交付見込額にあわせて、社会資本整備総合交付金を減額するとともに、地域介護・福祉

空間整備等施設整備交付金を増額するものであります。 

〇 県支出金は、2,589万円の増額であります。 

環境保全型農業直接支払交付金、農地、農業用施設災害復旧事業補助金等を増額するも

のであります。 

〇 繰入金は、平成 27年度の決算確定に伴う介護保険特別会計への超過繰出分を繰り入れる

ほか、補正予算の収支の均衡を図るため、財政調整基金からの繰入金を増額するものであ

ります。 

なお、本補正予算成立後の年度末における財政調整基金の残高は 135 億 9,927 万円と見

込んでおります。 

〇 繰越金は、平成 27年度決算の実質収支額の確定に伴い増額するものであります。 

〇 市債は、臨時財政対策債の発行可能額が当初予算額を上回ったほか、社会資本整備総合

交付金の減額に伴う財源の組替え及び歳出事業費の補正等にあわせて増額するものであり

ます。 

 

〇 第 2表は、債務負担行為の補正であります。 

都市計画道路黒井藤野新田線の用地購入費及び物件移転補償料について、新たに債務負

担行為を設定するものであります。 
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〇 第 3表は、地方債の補正であります。 

歳入予算に計上した市債と同額の限度額補正を行うものであります。 

 

〇 議案第 128号から議案第 130号までは、平成 28年度上越市国民健康保険特別会計を始め

とする各特別会計の補正予算で、主に前年度決算に伴う補正を行うものでありますが、そ

れ以外の主な補正内容について特別会計ごとにご説明いたします。 

国民健康保険特別会計では、歳出において、交付決定に基づき後期高齢者支援金及び前

期高齢者納付金を減額するとともに、療養給付費等負担金の確定などに伴う返還金を増額

するほか、歳入において、交付決定に基づき前期高齢者交付金を減額するものであります。 

介護保険特別会計では、介護給付費負担金などの確定に伴い、歳出において返還金を増

額するとともに、歳入において地域支援事業交付金を増額するほか、国の地域支援事業の

見直しを受け、在宅介護手当給付事業の財源の組替えを行うものであります。また、住民

主体の訪問型生活支援サービスの開始に向け、所要の経費を増額するものであります。 

後期高齢者医療特別会計では、過年度精算分の確定に伴い、新潟県後期高齢者医療広域

連合への負担金及び保険料還付金を増額するものであります。 

 

 次に、条例その他の議案についてご説明いたします。 

 

○ 議案第 134 号は、上越市債権管理条例の制定についてであります。当市の財政の更なる

健全化の推進と市民負担の公平性を確保するため、市の債権の管理に関する事務の処理に

ついての一般的基準その他必要な事項を定めるものであります。 

 

〇 議案第 135 号は、上越市中小企業者向け融資に係る損失補償に関する条例の制定につい

てであります。上越市経営改善支援資金を利用している市内の中小企業者のうち、過剰債

務のため自主再建が困難な状況にあるものの、事業の収益性、将来性など事業再生の可能

性があり、再建計画等に基づき事業再生に取り組む中小企業者を支援し、雇用の継続と産

業の振興を図るものであります。 

 

○ 議案第 136 号は、上越市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する

条例の制定についてであります。農業委員会等に関する法律の一部改正を受け、農業委員

会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものであります。 
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○ 議案第 137号 上越市農業委員会の部会の設置及び委員定数条例の一部改正は、農業委員

会等に関する法律の一部改正を受け、農地部会の部会名、所管区域、委員の定数等を改正

するものであります。 

 

〇 議案第 138 号 上越市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の

一部改正は、農業委員会等に関する法律の一部改正を受け、農業委員会の委員の報酬額を

改定するとともに、新たに設置する農地利用最適化推進委員の報酬額を定めるものであり

ます。 

 

〇 議案第 139号 上越市証人等の実費弁償に関する条例の一部改正は、農業委員会等に関す

る法律の一部改正に伴い、引用条項を整備するものであります。 

 

〇 議案第 140 号 上越市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正は、行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正を受け、

情報照会機関に必要な特定個人情報を提供することができるよう規定を整備するものであ

ります。 

 

〇 議案第 141 号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営

に関する条例の一部改正は、公職選挙法施行令の一部改正を受け、選挙運動用自動車を使用す

る場合に市が支払うべき金額を改めるものであります。 

 

〇 議案第 142 号 上越市議会議員及び上越市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公

営に関する条例の一部改正は、公職選挙法施行令の一部改正を受け、選挙運動用ポスターを作

成する場合に市が支払うべき金額を改めるものであります。 

 

〇 議案第 143 号 上越市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改

正は、公職選挙法施行令の一部改正を受け、選挙運動用ビラを作成する場合に市が支払うべき

金額及び限度額を改めるものであります。 

 

〇 議案第 144 号 上越市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正を受け、所要の改正
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を行うものであります。 

 

〇 議案第 145号 上越市営住宅条例の一部改正は、特定公共賃貸住宅及び市営賃貸住宅につ

いて、入居率の改善に向け、施設の経過年数等を考慮して家賃を見直すものであります。 

 

〇 議案第 146 号は、県営農地環境整備事業長坂
．．

地区の完了に伴い、事業区域内の字を変更

するものであります。 

 

〇 議案第 147 号及び第 148 号の市道路線の廃止及び認定は、町内会からの要望及び民間の

開発行為に伴い 3 路線を廃止し、7 路線を新たに認定するほか、新幹線新駅周辺整備事業

に伴い 1路線を認定するものであります。 

 

○ 議案第 149 号から議案第 153 号までは、下水道センター沈砂池施設長寿命化対策（機械

設備）工事、下水道センター沈砂池機械棟耐震補強工事、（仮称）北本町新保育園新築工事、

高田公園陸上競技場スタンド等改修工事及び高田公園陸上競技場トラック等改修工事につ

いて、それぞれ制限付き一般競争入札の方法により工事請負契約を締結するものでありま

す。 

 

○ 議案第 154 号は、吉川診療所のＸ線骨密度測定装置の更新に当たり、指名競争入札の方

法により動産の買入れ契約を締結するものであります。 

 

○ 議案第 155 号から議案第 157 号までは、新井頸南広域行政組合の解散と解散に伴う財産

処分及び同組合規約の変更についてであります。 

  新井頸南広域行政組合所有の施設で焼却処理している中郷区及び板倉区のごみについて、

現在、当市が整備を進めている新クリーンセンターなどにおいて安定的に処理することが

見込まれることから、同組合を構成する当市と妙高市との協議により、ごみ焼却以外の事

務を含む全ての共同処理事務を解消することとし、平成 29 年 3 月 31 日限りで同組合を解

散するものであります。 

  また、同組合所有の財産について、上越市内に設置している広域観光看板は当市に、ま

た、これを除く全ての財産は妙高市にそれぞれ帰属させるとともに、解散に伴う事務及び

解散前に組合が処理した事務を妙高市に継承させるため、組合の規約を変更するものであ

ります。 
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〇 報告第 2号は、8月 4日に専決処分いたしました平成 28年度上越市一般会計補正予算で

あります。 

歳入歳出予算総額に 1 億 356 万円（以下、万円未満省略）を追加し、予算規模を 1,136

億 4,983 万円といたしました。7 月 26 日から 27 日にかけての大雨に伴い発生した被害に

ついて、迅速な復旧対応が必要となりましたことから、復旧に要する経費について、補正

予算を専決処分したものであります。 

 

私からの説明は以上であります。この後、ガス水道事業管理者がご説明するガス水道局に

係る案件も含め、提案いたしました全ての案件について慎重ご審議の上、速やかにご賛同く

ださるようお願い申し上げます。 
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続きまして、私からはガス水道局に係る案件についてご説明申し上げます。 

 

○ 議案第 123 号から議案第 126 号までは、平成 27 年度上越市ガス事業会計、水道事業会

計、簡易水道事業会計及び工業用水道事業会計に係る決算の認定及び剰余金の処分につい

てであります。 

ガス事業では、暖冬などの影響から、販売量が前年度に比べて 3.4％減少いたしました。

また、給水人口の減少などにより、水道事業の販売量が 0.4％、簡易水道事業の販売量が

3.2％、それぞれ前年度に比べ減少いたしました。各事業の経営環境が、一段と厳しさを増

す中で、市民生活に欠くことのできないライフラインの確保に向け、平成 27年度を初年度

とする第 2 次中期経営計画に基づき、企業債の新規借入れを抑制し将来の財務負担の軽減

を図るなど、健全な経営を維持するため不断の取組を進める一方、経年管や石綿セメント

管の更新など、安全で安定した供給を継続できるよう事業を推進いたしました。 

以下、各事業会計の概況を申し上げます。 

まず、ガス事業会計では、販売量の減少及び液化天然ガス輸入価格の低下により、ガス

売上及び売上原価がともに減少したことなどから、収益的収入は 63 億 8,790 万円（以下、

万円未満省略）に、また、収益的支出は 63億 2,268万円となり、前年度に比べ 56.1％減と

なる 6,522万円の純利益を計上いたしました。 

資本的支出は総額 15億 741万円で、経年管の更新などを行いました。また、資本的収入

は総額 1 億 4,603 万円で、不足する 13 億 6,138 万円は内部留保資金で補てんいたしまし

た。 

次に、水道事業会計では、販売量の減少に伴い給水収益が減少したものの、除却費や支

払利息などの経費が減少したことから、収益的収入は 59億 8,778万円に、また、収益的支

出は 47 億 319 万円となり、前年度に比べ 4.0％増となる 12 億 8,459 万円の純利益を計上

いたしました。 

資本的支出は総額 29億 4,766万円で、施設整備や石綿セメント管を始めとする経年管の

更新などを行いました。また、資本的収入は総額 6億 8,394万円で、不足する 22億 6,371

万円は内部留保資金で補てんいたしました。 

続いて、簡易水道事業会計では、水道事業会計と同様に給水収益が減少する一方で、施

設の効率化により人件費が減少するなど、収益的収入は 8 億 9,937 万円に、また、収益的

支出は 7 億 1,189 万円となり、前年度に比べ 4.1％減となる 1 億 8,747 万円の純利益を計

上いたしました。 

資本的支出は総額 4 億 2,490 万円で、経年管更新などを行いました。また、資本的収入
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は総額 2億 5,566万円で、不足する 1億 6,924万円は内部留保資金で補てんいたしました。 

最後に、工業用水道事業会計では、収益的収入は 1,598万円に、また、収益的支出は 1,353

万円となり、前年度に比べ 4.6％減となる 245万円の純利益を計上いたしました。 

資本的支出は総額 460 万円で、原水ポンプの更新を行い、全額を内部留保資金で補てん

いたしました。 

各会計の純利益につきましては、工業用水道事業会計は少額のため未処分利益剰余金と

し、他の会計は、それぞれ減債積立金及び建設改良積立金として処分するとともに、水道

事業会計で積立金の取崩しにより発生した、その他未処分利益剰余金変動額については、

資本金へ組み入れるものであります。 

 

続きまして、補正予算案件についてご説明申し上げます。 

 

○ 議案第 131号から議案第 133号までは、平成 28年度上越市ガス事業会計を始めとする各

事業会計の補正予算であります。 

頸北地区におけるガス水道事業について、施設や管網の整備が進み、業務の一体的な管

理が可能となったことから、大潟区営業所を柿崎区にある北部営業所に来年度から集約す

ることとし、そのための費用としてガス水道施設の監視システムの整備に要する経費など

を補正するものであります。 

 

以上、ガス水道局の案件についてご説明させていただきました。 

 


