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提  案  理  由  の  要  旨 

 

本日ここに、平成 29 年第 3 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 71 号及び議案第 72 号から議案第 82 号までは、平成 28 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 28年度の市政運営を振り返りますと、北陸新幹線開業後の更なるまちづくりの進展

に向け、新幹線の利用動向とまちの変化の分析を踏まえながら、上越妙高駅の利用と駅周

辺で検討されている民間開発の進展を促す一方で、引き続き新クリーンセンターや新水族

博物館の建設を始めとする「価値ある投資」を推進いたしました。あわせて、地方創生の

取組では、国の支援も活用しながら、基軸となる城下町高田の再生と雪を生かしたプロジ

ェクトを展開するとともに、将来都市像である「すこやかなまち～人と地域が輝く上越～」

の実現に向けた、第 6次総合計画に基づく様々な取組も着実に実施いたしました。 

こうした中、昨年 7 月の記録的大雨に伴う土砂崩落等の災害を始め、年末には高病原性

鳥インフルエンザ発生など緊急を要する事態が相次いで発生し、関係機関との連携の下、

速やかな対応を図るなど、市民の安全・安心の確保に最大限の意を用いた一年でもありま

した。 

 

それでは、始めに、こうした市政運営の背景となった平成 28 年度の財政環境について、

国の経済観測と経済財政政策の動向を中心にご説明いたします。 

国は、平成 28 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、経済の

好循環が更に進展するとともに、交易条件が緩やかに改善する中で、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 28年度の実質成長率を 1.7％程度、また、名目成

長率を 3.1％程度と推計いたしました。 

こうした見通しの下、国の平成 28年度当初予算は、これまでの経済政策を一層強化する

ことで、民需主導による経済の好循環を図るとともに、一億総活躍社会の実現や地方創生

の本格展開など、わが国が直面する重要課題に対応しつつ、引き続き経済再生と財政健全

化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 0.6％増の 85 兆 7,593 億円とされ、このうち地方交付税は、前年度に比べて 0.3％減

の 16兆 7,003億円となったものの、通常収支分の一般財源総額は、前年度比 0.2％増の 61
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兆 6,792億円が確保されました。 

これらの動向を踏まえ、当市の平成 28年度予算は、地方創生加速化交付金を始めとする

国の補正予算を積極的に活用し、平成 27年度補正予算との一体的な運用を図る中で、第 6

次総合計画に掲げた「暮らし」、「産業」、「交流」の三つの重点戦略と、地方創生の動きを的

確に捉えた地域の活性化に資する事業を中心に、重点的な配分を行ったところであります。 

 

次に、平成 28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。 

計画 2年目となる平成 28年度は、引き続き、地域の有する多様な潜在力を引き出し、そ

の価値を十分に発揮させながら、まちの総合力を高める様々な取組を展開しました。 

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」と七つの政策分野における

各種施策を着実に実施するとともに、「暮らし」、「産業」、「交流」の三つの重点戦略に基づ

き、分野横断的に事業相互を関連付け、取組の効果を高めつつ事業を推進しました。 

また、国を挙げた地方創生の取組が本格化する中、これを第 6 次総合計画が目指す“す

こやかなまち”づくりの追い風として、関係団体の皆さんとの連携の下、「上越市まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に掲げた事業を展開するとともに、地方創生に関する各種交付

金を活用して、「城下町高田の歴史・文化をいかした『街の再生』」と、「雪室・利雪による

地域産業イノベーション」の二つのテーマに基づく取組を進めました。 

これら三つの重点戦略と地方創生に向けた一連の取組を通じて、若者の雇用創出や当市

の拠点性・求心力の向上に向けた施策が緒に就いたところであります。引き続き市民の皆

さんとの連携・協働の下、次の世代に安心して引き継ぐことができる「すこやかなまち～

人と地域が輝く上越～」の実現に向けた取組を着実に推進してまいります。 

 

次に、第 5次行政改革の取組状況についてであります。 

行政改革の取組については、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実行しました。 

計画 2年目の平成 28年度は、重点取組に掲げた「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」、「『新しい公共』の創造・推進」の 4項目について、

全般的には順調に進捗したところでありますが、一部の取組に遅延や年度目標の未達成が

あったことから、「概ね順調に進捗するも課題あり」と評価しております。 

第一の「財政の健全化」の取組では、財政収支の均衡と持続可能な財政基盤の確立に向

け、第三セクター等改革推進債や退職手当債の繰上償還を行うなど、将来負担の軽減に努
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めるとともに、国庫補助金等の確保や元利償還金に対する交付税措置率の高い市債の有効

活用を図ったほか、未利用財産の売却や貸付けの促進を始めとする歳入確保の取組を進め

ました。 

一方、「財政の健全化」の取組のうち、「下水道事業の健全経営に向けた取組の推進」で

は、農業集落排水施設の統廃合に遅れが生じましたが、これは、設備等の統合効果をより

高めるため、コスト面から手法を再検討したことによるものであり、長期的には当初の想

定を上回る経費削減効果が生じると見込んでおります。また、「特別会計の効率的な運営」

では、国民健康保険特別会計の特定健康診査受診率が目標に至りませんでしたが、当市は

同規模自治体の中で、過去 3 年にわたり最上位の受診率となっており、この高い受診率を

保ちつつ、健診結果の分析に基づく効果的な保健指導を通じて健康寿命の延伸を図り、当

会計の持続的な健全運営につなげてまいります。 

第二の「行政運営システムの見直し」の取組では、経営資源を有効に活用しつつ、最少

の経費で最大の効果を発揮することを目指し、事務事業の総点検に基づく取組や公の施設

の再配置などを推進しました。また、対話集会や市政モニターアンケートなどを通じて市

民の皆さんのご意見やご提言をお聴きし、ニーズの把握に努めたほか、窓口手続の見直し

や事務の効率化など、各職場の発案に基づく業務改善の取組を進めました。 

第三の「人材育成・組織風土の改革」の取組では、職員数の適正化、効率的な組織への見

直し及び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引き続き実施するとともに、業務遂行能力と専門知識の向上を図る

ため、基礎・階層別研修の実施や専門職の資格取得を支援したほか、人材育成を目的とす

る新たな人事評価制度を正式に導入しました。 

第四の「『新しい公共』の創造・推進」の取組では、地域コミュニティが抱える課題の解

決に向けて、取組を進める町内会等にアドバイザーを派遣したほか、「元気の出るふるさと

講座」を開催し、地域を担う人づくりを推進したところであります。 

 

続いて、平成 28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 10億 3,318万円上回

る 309億 3,530万円（以下、万円未満省略）となり、前年度との比較では 1.0％、3億 777

万円の減となりました。 

税目別の現年課税分において、市民税の個人市民税は、総所得金額の増加により、所得

割が 1.2％増の 84億 5,651万円となりました。また、法人市民税は、大手企業の申告納税
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額が減少した影響から、法人税割が 22.3％減の 22億 6,221万円となりました。 

固定資産税のうち土地では、地価の下落に伴い 1.4％減の 38億 1,637万円となりました

が、家屋は、新築・増築家屋の建築数が増加し、2.1％増の 53億 5,967万円となりました。

また、償却資産は、北陸新幹線開業に伴う線路設備及び変電所等の鉄道関連資産の増加に

より、2.1％増の 68億 8,748万円となりました。 

国有資産等所在市町村交付金は、国が所有する対象資産の算定標準額が減少したことか

ら、2.0％減の 4,683万円となりました。 

軽自動車税は、税制改正に伴い税率が引き上げられたことから、15.3％増の 5 億 8,911

万円となりました。 

市たばこ税は、消費本数の減少により、1.9％減の 13 億 806 万円に、また、入湯税は、

入湯客数の減少により、15.9％減の 4,002万円となりました。 

都市計画税は、固定資産税と同様の理由により、0.6％増の 10 億 6,518 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減により、全体では 0.6％減の 10億 1,343万円

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、48.1％減の 2,243万円となりました。

また、配当割交付金は、配当所得の減に伴い、44.5％減の 6,849万円となりました。 

株式等譲渡所得割交付金は、譲渡所得が減となったことから、63.0％減の 3,997 万円と

なりました。 

地方消費税交付金は、円高と原油価格の下落等の影響から、円換算での輸入取引額が減

少し、これと連動して地方消費税が減収となったことから、10.6％減の 34億 1,151万円と

なりました。 

ゴルフ場利用税交付金は、5.2％減の 2,519万円となりました。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、2.7％増の 1億 7,222万円となりました。 

地方特例交付金は、4.3％増の 1億 654万円となりました。 

地方交付税は、19億 5,151万円、8.1％減の 221億 5,348万円となりました。 

このうち、普通交付税は、人口減少等に伴い基準財政需要額の包括算定経費が減少した

ことに加え、固定資産税等の税収の増に伴い基準財政収入額が増加したこと及び平成 27年

度から始まった合併算定替による縮減の 2 年目に当たることなどから、8.4％減の 193 億

5,938万円となりました。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、9.4％減の 224億 6,488万円となりました。 

また、特別交付税は、震災復興特別交付税が減少したことなどから、5.8％減の 27億 9,410
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万円となりました。 

交通安全対策特別交付金は、9.5％減の 2,862万円となりました。 

分担金及び負担金は、里地棚田保全整備事業分担金の皆減や保育所運営費負担金の減な

どにより、2.7％減の 6億 5,428万円となりました。 

使用料及び手数料は、事業系廃棄物処理手数料が増加した一方、指定管理者制度への移

行に伴う牧湯の里深山荘の使用料の皆減や上越妙高駅駐車場使用料の減などにより、0.4％

減の 24億 2,660万円となりました。 

国庫支出金は、廃棄物処理施設整備交付金や社会資本整備総合交付金の増などにより、

46億 5,482万円、42.2％増の 156億 8,415万円となりました。 

県支出金は、障害者自立支援給付費負担金の増などにより、1.7％増の 60 億 4,590 万円

となりました。 

財産収入は、公共事業の実施に伴う物件移転用地売払収入の減などにより、9億 1,148万

円、64.7％減の 4 億 9,763 万円となりました。引き続き、不要な資産の売却に積極的に取

り組むとともに、土地建物貸付収入とあわせ、一層の財源確保に努めてまいります。 

寄附金は、1億 4,110万円となりました。このうち、国宝太刀収集事業へは、ふるさと上

越応援寄附金などにより、3,700万円の寄附を頂きました。 

繰入金は、財政調整基金繰入金や減債基金繰入金の増などにより、31 億 5,890 万円、

462.8％増の 38億 4,142万円となりました。 

繰越金は、27億 2,308万円、56.0％減の 21億 3,886万円となり、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、18億 4,976万円となりました。 

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、11億 4,240万円、13.7％減の 71億 6,913万円となりました。 

市債は、臨時財政対策債が 5 億 4,980 万円の減となったものの、借換債が 5 億 6,358 万

円増加したほか、合併特例債を中心に通常分の借入れが 73億 8,700万円の増となったこと

から、74億 78万円、76.2％増の 171億 1,462万円となりました。 

一般会計の収入未済額につきましては、0.5％減の 15 億 3,064 万円となりました。財政

の更なる健全化と税等の負担の公平性を確保するため、コンビニエンスストアでの納入受

付や口座振替の促進など、納税しやすい環境づくりに取り組むとともに、きめ細かな納税

相談や納税指導を始め、納入促進員による訪問活動、納税意欲のない滞納者に対する厳正

な滞納処分を実施したほか、新潟県地方税徴収機構に引き続き参加し、徴収体制を強化す

るなど滞納整理に取り組みました。 

また、より適正で効果的・効率的な債権管理を行うため、債権管理条例を制定するとと
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もに、債権管理の一元化に向けた取組の準備を進めたところであります。 

なお、不納欠損については、一般会計全体で 8,016 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、職員数の減や職員構成の変動などにより、1.0％減の 169億 3,643万円とな

りました。また、補助費等は暮らし応援商品券発行事業の終了などにより、0.1％減の 78億

8,898万円となりました。 

一方、公債費は、第三セクター等改革推進債や退職手当債の繰上償還を実行したことな

どにより、16億 877万円増の 158億 6,849万円となったほか、維持補修費が、少雪だった

平成 27年度と比較して除雪費が増加したことなどにより、5億 7,870万円増の 38億 2,288

万円となりました。この結果、経常経費は、全体で 3.7％増の 718 億 339 万円となりまし

た。 

投資及び出資金は、市制度融資預託金の減少などにより、16.9％減の 54億 7,440万円と

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減などにより、78.8％

減の 14億 2,393万円となりました。 

普通建設事業費は、新クリーンセンターや市民交流施設高田公園オーレンプラザの建設

などにより、113.2％増の 213 億 9,728 万円、また、災害復旧費は、平成 28 年 7 月の大雨

に伴う被災箇所の復旧などにより、73.1％増の 1億 4,805万円となりました。 

 

この結果、一般会計の決算額は、歳入総額 1,137億 2,094万円、歳出総額 1,112億 3,981

万円となり、歳入歳出差引は 24 億 8,113 万円で、繰越明許費として平成 29 年度へ繰り越

した財源 6億 4,972万円を差し引いた実質収支は、18億 3,140万円となりました。 

 

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。 

財政計画では、平成 28年度の実質的な収支差引額をマイナス 3億 6,725万円と推計しま

したが、決算額では実質単年度収支がマイナス 1 億 6,184 万円となり、収支が 2 億 540 万

円改善しました。 

財政調整基金の平成 28年度末残高は、取崩しが積立てを上回ったため、基金残高を減ら

しましたが、平成 27年度での積立てが計画値を大きく上回ったため、計画値の 96億 3,442

万円に対し、31億 5,599万円増の 127億 9,041万円となりました。 
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また、市債の平成 28 年度末残高は、普通建設事業費の年度間調整等により、計画値の

1,309億 7,564万円に対し、99億 60万円減の 1,210億 7,504万円となりました。 

一方、平成 20 年度以降において、大規模な災害が相次いだ平成 23 年度を除き黒字を維

持してきた実質単年度収支が赤字となるなど、財政計画で見込んだ歳出超過の状況が現実

のものとなっており、今後も主要一般財源の下振れの影響から、財政調整基金を取り崩し

て歳出超過を補う状況が続くものと見込んでおります。 

引き続き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 28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 13.9％から 0.9ポイント改善し、13.0％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。普通交付税措置のない退職手当債について、残債務の全てを繰上償還した

ほか、公営企業・公営事業における市債残高が減少したことなどにより、前年度の 90.0％

から 4.4ポイント改善し、85.6％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

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 89.7％から 5.9ポ

イント悪化し、95.6％となりました。これは、比率を算出する際に「分母」となる経常一般

財源等収入額において、市税が 1.0％、3億 1,347万円減少したほか、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 9.4％、23 億 3,001 万円、地方消費税交付金

が 10.6％、4 億 270 万円減少するなど、「分母」全体で 32 億 6,078 万円の大幅な減額とな

ったことによるものであります。 

なお、第 2次財政計画との比較では、実質公債費比率は 14.4％の見込みのところ 13.0％
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に、また、将来負担比率は 152.3％の見込みのところ 85.6％と、それぞれ財政計画を下回

る水準に抑制したところでありますが、今後は、普通建設事業費の年度間調整に伴い、市

債の発行予定が後年度にずれ込んだ影響に加え、普通交付税を始めとした経常一般財源の

減少により標準財政規模が縮小するため、実質公債費比率と将来負担比率は上昇に転ずる

と見込まれます。 

引き続き、計画的な財政運営を行うことにより、平成 29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。 

 

続いて、平成 28年度における主要事業の成果について申し上げます。 

はじめに、第 6 次総合計画の三つの重点戦略に基づく取組について、それぞれの実施内

容と成果の概略をご説明いたします。 

まず、第一は「暮らし」の戦略であります。 

一点目の「“つながり”を育むまちづくり」の取組では、地域における支え合い活動を活

性化し、市民が主体となった地域づくりや課題解決を推進するため、ＮＰＯ・ボランティ

アセンターの情報発信を強化するとともに、市民活動団体が求める各種講座のほか、新た

に団体同士の交流会や市民活動体験ツアーを開催しました。 

また、市民の自発的・主体的な取組を支援する地域活動支援事業を引き続き実施したほ

か、地域づくりアドバイザーを町内会等に派遣し、町内会等が抱える課題解決や地域の活

性化に向けた活動を支援するとともに、高齢者の地域支え合い事業の受託を契機に、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、新たに二つの団体に対して車両等

の購入費用を助成しました。 

さらに、上越市防災士会との連携強化に向けた取組を進めたほか、自主防災組織のリー

ダーである町内会長を対象とする防災研修会を 13の地域自治区で開催するなど、地域ぐる

みでの支え合い体制の構築を進めるとともに、総合防災訓練を実施し、関係機関との連携

強化と市民の自主的かつ迅速な避難に向けた実践力の向上に取り組み、地域防災力の強化

を図ったところであります。 

このほか、「元気の出るふるさと講座」の開催を通じて、一人ひとりが地域の担い手とな

り、地域活動へ参画する機運の醸成を図るとともに、若者の活力やアイデアをまちづくり

に生かすため、新潟県立看護大学と市民活動団体の連携による医療フォーラムを開催する

とともに、上越教育大学と地域住民による地域産品の開発を支援したほか、高田駅前の駐

輪場等における放置自転車について、高校生との協働で修理・再利用を図る取組を実施し

ました。 
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二点目の「こどもたちのすこやかな育ちを育む“つながり”の強化」の取組では、コミ

ュニティ・スクールの取組をより一層充実させるため、保護者や地域住民等による学校運

営への参画を促し、学校運営の改善と児童生徒の健全育成を図るための定期的な情報交換

等を通じて、地域とともに歩む特色ある学校づくりを進めました。 

また、地域青少年育成会議の活動を支援するとともに、中学生と地域の大人が話し合う

「中学生まちづくりワークショップ」を共催するなど、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に取り組んだほか、子どもリーダー育成事業補助金を創

設し、子ども会等が行う子どもリーダーの育成に向けた取組を支援しました。 

さらに、乳幼児期から就学期までの切れ目のない支援として、子育てひろばやこどもセ

ンターでは、子育て情報の提供や相談支援を実施するとともに、保護者同士の交流を通じ

て、安心して子育てができる環境づくりを推進したほか、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に配置する就学アドバイザーを増員して 2 人体制とし、就

学に向けたきめ細かな相談と、発達等に不安を抱えた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充実を図ったところであります。 

三点目の「お年寄りのすこやかな暮らしを支える“つながり”の強化」の取組では、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、地域支え合い事業において、引き続き高齢者の居場所と出番づく

りを目的とした「通いの場」を地域自治区ごとに設置するとともに、平成 28 年 12 月から

有償ボランティアによる訪問型の生活支援サービスを新たに開始するなど、住民組織等に

よる介護予防の取組を基盤とする地域包括ケアシステムを推進しました。 

また、高齢者向けの各種趣味講座を始め、作品展やスポーツ大会などの開催を通じて、

高齢者の生きがいと健康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

等への助成を行い、活力ある地域づくりの推進役を担う高齢者の活動と活躍の場づくりを

支援しました。 

さらに、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、ふれ

あいランチサービスの配食時を始め、郵便物の配達時など他の事業者の協力もいただく中

で、一人暮らし高齢者等の見守り活動の強化に取り組んだところであります。 

四点目の「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」の取組では、

中山間地域で顕在化する様々な不安を“つながり”の力で解消していく体制を整えるため、

地域マネジメント組織を核として、多様な主体との連携による農業生産活動の維持や、国

の農村集落活性化事業を活用した集落の維持・活性化に向けた地域ぐるみの取組を支援し

ました。 
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また、企業や団体等の多様な主体が参加する中山間地域支え隊による地域貢献活動を継

続するとともに、大島区及び柿崎区において地域おこし協力隊員を新たに採用し、集落の

皆さんと隊員が連携して集落の活性化に取り組みました。 

第二は「産業」の戦略であります。 

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

工業、農業の垣根を越えた、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

信を進めるため、農商工の事業者が連携して取り組む「選ばれる上越ならではの産品」づ

くりを支援したほか、メイド・イン上越の認知度の向上に向けて、引き続き市内複数施設

に常設販売コーナーを設置するとともに、専用のホームページを開設するなど、商品の魅

力を市内外に積極的に発信しました。 

また、農業の 6 次産業化を推進するため、地域資源を活用した特産品や農産加工品開発

の補助制度を創設したほか、上越産米を始めとする当市の優れた農産物の知名度を高め、

有利販売を促進するため、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、都市生協との連携や首都圏の飲食店シェフの協力を受けながら、上越産農産物のＰＲ

に取り組みました。 

さらに、園芸品目の導入を促進するため、種苗・資材などの購入経費を支援したほか、

学校給食における地場産野菜の利用率向上に向けたモデル事業を通じて、学校、農業者及

び関係する事業者・団体等との連携を強化し、生産・供給量の拡大につなげたところであ

ります。 

二点目の「まちの未来を切り開く新産業の創出」の取組では、上越妙高駅周辺地区にお

いて、新たにオフィスビル等を開発する事業者を対象に、既存の企業進出奨励金に加えて、

資金調達コストの低減に資する借入利子前払制度を創設するとともに、オフィスに入居す

る企業等のテナント料の一部を支援するなど、新幹線駅前の立地特性を生かした民間事業

の展開を促進しました。 

また、上越沖で調査が進むメタンハイドレートについて、調査活動及び商業化の際に直

江津港が拠点港となるよう、要望活動と情報収集を行ったほか、環境関連イベント等で、

その将来性や潜在力を広く市民へ周知するなど、関連施設の誘致に向けた機運醸成を図り

ました。 

さらに、ＩＴ活用販売促進事業補助金制度やｅコマースセミナーの開催を通して、イン

ターネットを活用して顧客や販路の拡大に取り組む中小企業者を支援したところでありま

す。 

三点目の「生きがいを持って働けるまちづくり」の取組では、より多くの市民が生きが
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いや働きがいを感じながら暮らすことを通じて、人口減少に伴う産業の衰退や労働力不足

の回避につなげていくため、県のハッピー・パートナー企業の登録を受けてワーク・ライ

フ・バランスの取組を推進する中小企業者に対し、資金調達の利子相当額の一部を補給す

るとともに、事業者への意識啓発を行いました。 

また、若者の職場への定着を支援するため、若手社員及び指導的立場の社員を対象とす

る研修会を実施するとともに、市内企業へ就職する転入者等に対して、家賃の一部を補助

したほか、県外の進学先から就職試験を受ける際の旅費の一部を助成しました。 

さらに、農福連携障害者就労支援モデル事業では、農作業を通して障害のある人の就労

機会の拡大を図るとともに、農業者の障害者雇用に対する理解の醸成に努めたところであ

ります。 

第三は「交流」の戦略であります。 

一点目の「ひと・もの・情報が行き交う仕組みや体制の整備」の取組では、インバウン

ドの推進に向けて、台湾の旅行会社を対象とする県主催の商談会に参加し、桜と雪、豊か

な食など、当市の魅力をＰＲしたほか、市内のホテルや飲食店を対象に外国人観光客受入

れのための研修会を実施しました。 

また、観光情報サイト「上越観光Ｎａｖｉ」に英語ページを新設するとともに、英語表

記のまち歩きマップ等を作成したほか、重点集客エリアである春日山及び海外からの誘客

実績があるキューピットバレイスキー場の宿泊用コテージに公衆無線ＬＡＮを整備するな

ど、外国人観光客の受入態勢の整備を進めました。 

さらに、関係団体と連携して、シンガポール及びタイへ経済ミッションを派遣し、現地

に進出する市内企業の協力も得ながら、現地商社との商談やＰＲイベントを行い、米や日

本酒を始めとする地元産品の販路開拓及び当市への観光誘客の促進に取り組みました。あ

わせて、海外友好都市との交流では、平成 28年 8月にオーストラリア・カウラ市を訪問し、

休止していた職員交流を再開するとともに、10月には中国・琿春市、韓国・浦項市の訪問

団が当市を訪れて 3市会談を開催し、国際経済・文化交流共同宣言 20周年を契機に、引き

続き友好関係を築いていくことを確認したところであります。 

このほか、市民の新たな交流の場として整備を進める市民交流施設高田公園オーレンプ

ラザについて、本年 9 月の開館に向けて建設工事を進めたほか、歴史博物館としての位置

付けの下、総合博物館の大規模改修工事に着手するとともに、小林古径邸敷地内に新たな

美術館を整備するための基本設計を行いました。 

二点目の「新水族博物館を核とした地域活性化」の取組では、平成 30年度の開館に向け、

新水族博物館の建設工事に着手するとともに、飼育数日本一を誇るマゼランペンギンを保
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全するため、野生種の生息地であるアルゼンチンを訪問し、関係機関との連携に向けた交

渉を開始しました。 

また、直江津地区の賑わい創出に向けて、地元商店街や市民団体等による商店の割引ク

ーポン券を発行した特典プランづくり事業や、直江津駅自由通路に熱帯魚が泳ぐ水槽を設

置する街なか水族館事業の支援など、水族博物館の来館者を街なかに誘導し、回遊性を高

める取組を推進しました。 

三点目の「強みを生かした多様なコンベンションの展開」の取組では、上越観光コンベ

ンション協会と連携して、各種研究大会や大規模なスポーツ大会などのコンベンション誘

致の取組を進め、教育関連の研究大会や全国中学校柔道大会など 16件の開催が実現し、参

加者・役員など 8,819人が当市を訪れました。 

また、2020年東京オリンピック・パラリンピックのホストタウンとして、国の第一次登

録決定を受け、ドイツ体操連盟へのプレゼンテーションや同連盟の役員による事前合宿の

関連施設の視察など、ドイツ体操チームの事前合宿の招致活動に取り組んだ結果、当市を

事前合宿地とする基本合意に達しました。 

あわせて、（仮称）上越市体操アリーナについては、整備すべき規模と機能、建設場所の

検討に時間を要したことから、平成 28 年度は基本設計までを完了し、平成 29 年度は実施

設計等に着手の上、平成 31 年 12 月の竣工を目指すことといたしました。また、今後のス

ポーツコンベンションの促進と競技力の向上に資する施設として新潟県が整備する県立武

道館について、本年 3月、整備及び運営事業に係る事業者が決定したところであります。 

 

次に、地方創生に関し、「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」で掲げる四つの政策

分野及び総合戦略をけん引する二つのテーマに基づく取組について、それぞれの実施内容

と成果の概略をご説明いたします。 

まず、四つの政策分野についてであります。 

第一の「しごとづくり」の分野では、安定的で魅力ある雇用の創出を目指し、産業界や

大学・研究機関、金融機関との連携の下、メイド・イン上越の取組の推進と 6 次産業化の

支援に取り組みました。 

また、金融機関、上越商工会議所、上越市などで構成する上越市創業支援ネットワーク

が中心となり、創業セミナーや資金調達、販路開拓等に係る個別相談、各種補助制度の活

用支援など、創業に関する総合的な支援を行ったほか、観光関連の団体やまちづくり団体

と連携して、誘客の促進など交流人口の拡大に向けた活動に取り組みました。 

第二の「結婚・出産・子育て」の分野では、参加者が自らの魅力に気づき、自分らしく活
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躍するためのきっかけづくりとして「自分磨き応援講座」を開催し、出会いや就職など自

らが希望するライフプランの実現を後押ししました。 

また、子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、子ども医療費の助成対象を平成 28年

9 月から高校卒業相当の年齢まで拡充するとともに、子どもを産み育てたいと願う方々の

想いに応えるため、不妊治療の治療費助成について回数の制限を撤廃した上で、助成率及

び上限額を引き上げるなど支援の内容を拡充しました。 

さらに、妊娠中や子育て中の方に、妊娠・出産・育児に必要な情報をスマートフォンな

どのモバイル端末へ提供する電子母子手帳のサービスを開始し、母子の健康や子育てを支

援する環境を整えたところであります。 

第三の「まちの活性化」の分野では、城下町高田の歴史・文化や整備が進む新水族博物

館などを生かし、中心市街地の魅力と都市機能の向上を図るとともに、地域おこし協力隊

や集落づくり推進員による集落支援及び中山間地域支え隊による地域貢献活動などを通じ

て、農山村の暮らしを支える機能の確保に取り組みました。 

また、農業を支える担い手の確保に向けて、農業体験時の宿泊費等の補助を始め、就農

時の住居費や農業用機械の購入費などに係る補助制度を創設し、国の助成制度の活用と合

わせて、農業体験から農業法人等での研修、就農までの一貫した支援体制を構築すること

により、当市の基幹産業である農業の魅力発信と新規就農者の拡大を図りました。 

第四の「ＵＩＪターンとまちの拠点性」の分野では、移住のための住まい探しを始め、

就職や就農、市の子育てサービスなどの各種支援制度をまとめたパンフレットを作成し、

ふるさと暮らし支援センターにおいて移住希望者の多様な問い合わせや相談に応じるとと

もに、実際に地域の皆さんとの橋渡しを行うなど、きめ細かなサポートを行いました。 

また、ＵＩＪターン、若者の当市への定住及び市内企業への就労等を促進するため、ホ

ームページにおいて市内インターンシップ受入企業を紹介するとともに、受入企業向けの

研修会を開催したほか、進学先の学校や市内企業を訪問し、インターンシップに参加する

学生と受入企業の開拓に取り組みました。 

さらに、若者世代の定住人口を維持するため、定住促進奨学基金を設置し、市外の大学

等へ公共交通機関を利用して通学する学生 20人に対し、奨学金の貸付けを行ったところで

あります。 

 

次に、総合戦略をけん引する二つのテーマについてであります。 

第一のテーマであります「城下町高田の歴史・文化をいかした『街の再生』」の取組では、

街なか居住の促進に向けた社会実験として、町家を活用した学生向けのシェアハウスの整
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備を行うとともに、新たな事業所誘致のモデル構築を目指し、首都圏に本社を置く企業の

テレワークを活用したサテライトオフィスの整備に対する支援を行ったほか、高田市街地

における空き家や狭隘道路の実態調査及び加温消雪パイプの導入の可能性を探る調査を実

施しました。 

また、街なか回遊の促進に向けて、高田地区の回遊マップの作成に取り組んだほか、百

年建築を核とした誘客促進の取組を支援しました。 

さらに、高田市街地の歴史・文化資産の活用方策及び中核となる歴史的建造物等の整備

構想をとりまとめるとともに、町家交流館高田小町の駐車場整備や地域住民との協働によ

る景観形成計画策定に向けた検討を行ったところであります。 

第二のテーマであります「雪室・利雪による地域産業イノベーション」の取組では、雪

室で貯蔵した雪室商品の開発及び雪下・雪室野菜の生産・流通の仕組みを構築するため、

事業者が雪室商品の開発に取り組む際の経費の一部を補助したほか、遊休施設となってい

た旧安塚ほのぼの荘の雪室を商品開発・生産用の施設として改修し、事業者や農業者が雪

室商品開発に取り組みやすい環境を整備するとともに、雪下・雪室野菜の生産拡大を図る

ため、農業機械や雪室資材の経費を支援しました。 

また、雪を生かした商品の高付加価値化と地域ブランド化を進めるため、本事業の推進

組織である「雪室推進プロジェクト」が行う雪室商品等のＰＲイベントや、首都圏等の販

路開拓に向けたニーズ調査などマーケティングの取組を支援しました。 

これらの取組に加え、「上越市まち・ひと・しごと創生推進協議会」に参加する民間団体

や企業による意欲的かつ先駆的な事業を支援するため、地方創生推進事業補助金を新たに

設け、総合戦略の推進に向けた事業展開を後押しし、市民の皆さんとの連携・協働の下、

地域が持つ力を結集し、地方創生の取組を推進したところであります。 

 

以上、一般会計における主要事業について、第 6次総合計画の三つの重点戦略と、「上越

市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく取組を中心に、それぞれの実施内容と成果

の概略をご説明いたしました。 

 

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 221 億 5,164 万円に対し、歳出総額は 218 億 6,771 万円で、歳入歳出の差引は

2億 8,393万円となりましたが、繰越金等を除いた実質単年度収支は、2億 7,512万円の赤

字となりました。 
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被保険者数は、引き続き減少傾向にあり、前年度に比べて 3.4％の大幅な減少となりまし

た。この影響もあって、国民健康保険税は、現年度調定額が前年度に比べて 8,808 万円減

の 35億 2,568万円となりました。一方、歳出の大部分を占める保険給付費の伸びは、一人

当たり医療費が増加傾向にあるものの、被保険者数の減少により、前年度に比べて 2.1％減

の 136億 8,078万円となりました。 

保健事業では、引き続き「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継続してまいります。 

 

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 2,471万円となりました。 

国民健康保険診療所 4 施設を運営し、地域の住民が安心して生活できるよう、地域医療

の維持と充実に努めました。一方、診療所全体の年間延べ患者数は、人口の減少などから

前年度と比較し 1,708人、4.1％減の 3万 9,836人となりました。 

施設、設備の適切な維持管理に努めたほか、吉川診療所では、医師の辞職の意向を受け

て後任医師の招へいを図り、本年 4 月 1 日からの非常勤医師の着任につなげたところであ

ります。 

なお、他の診療所においても医師の高齢化が進んでいることから、引き続き、病診連携

による診療支援や後任医師の招へいに向けた取組を進めてまいります。 

 

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 4,737万円となりました。 

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、必要な修繕を行うなど、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、1万 7,691人と、前年度に比べて 6,511人、26.9％減少

した一方、スキーの利用者は、営業日数の増加に伴い、960人、51.4％増の 2,829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 540 万円に対し、歳出総額は 110 億 202 万円で、歳入歳出の差引は 338

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 29年度へ 337万円を繰り越し

たことから、実質収支は 1万円となりました。 

汚水管渠や雨水管渠の整備及び下水処理場や管路施設の長寿命化対策を進めたほか、こ
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の間、整備を進めてきた消化ガス発電施設の本格運転を開始し、発電した電気を下水道セ

ンター内で利用するなど、維持管理費の節減に取り組みました。 

また、下水道事業を将来にわたり安定的に継続するため、下水道事業経営戦略を策定し

たほか、地方公営企業法の財務規定等の適用に向け資産調査を実施しました。 

あわせて、生活排水処理推進員によるきめ細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する排水設備設置費助成金や排水設備設置資金融資の利子補

給を行うなど、接続促進に努めたところであります。 

平成 28年度末の整備済面積は 3,606ヘクタール、整備区域内における接続率は 94.4％、

全体計画区域内における人口ベースの進捗率は 77.1％となりました。今後も公共下水道の

経営の健全化に向け、着実な整備、適正な維持管理及び接続促進に努めるとともに、生活

環境の改善、公衆衛生の向上及び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 4,187万円となりました。 

引き続き、施設の適正な維持管理に努めたほか、処理場の長寿命化対策として機能強化

対策工事を行うとともに、接続促進に努めました。 

平成 28年度末の整備区域内における接続率は、生活排水処理推進員による接続促進に努

めたものの、事業計画区域内の人口減少の影響により、91.7％と前年度と比べて 0.4 ポイ

ント低下しました。今後も施設の適正な維持管理及び接続促進に取り組み、農村地域の生

活環境の改善及び公衆衛生の向上に努めてまいります。 

 

次に、介護保険特別会計であります。 

歳入総額 228 億 4,286 万円に対し、歳出総額は 225 億 5,976 万円で、歳入歳出の差引は

2億 8,309万円となりました。 

第 6 期介護保険事業計画に基づき、引き続き、介護予防・重症化予防の取組を推進しま

した。 

平成 28 年度末の要介護認定者数は、1 万 2,455 人となり、前年度に比べ 1.5％、190 人

増加しているものの、要介護認定率の比較では、第 1号被保険者が前年度と同率の 20.3％

に、また、第 2号被保険者は前年度の 0.40％から 0.41％とほぼ横ばいを保っています。あ

わせて、要介護 3 以上の要介護認定者数は、介護予防・重症化予防の取組等を行ってきた

結果、前年度に比べ 0.3％減少しました。 

保険給付費は、地域支援事業への移行や要介護 3 以上の認定者に係る保険給付費の減少
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などから、前年度に比べ 0.7％、1億 4,635万円減の 207億 1,715万円となりました。 

 

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 7,351万円となりました。 

売電収入は、落雷や経年劣化に伴う故障や修繕に伴う長期の運転停止があったものの、

前年度に比べ 0.3％増の 3,271万円となりました。 

なお、4 基の風力発電施設の年間発電量は、一般家庭の年間電気使用量 414 世帯分に相

当する約 182万キロワットアワーとなり、応分の二酸化炭素排出量の削減に寄与しました。 

 

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 4億 6,658万円となりました。 

上越妙高駅東側区域において、区画道路の整備を完了するとともに、建物移転補償や都

市計画道路薄袋荒町線などの道路築造及び宅地整地工事を進めました。 

 

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 1,081万円となりました。 

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

管理に努めました。 

 

次に、後期高齢者医療特別会計であります。 

歳入総額 17億 8,009万円に対し、歳出総額 17億 6,085万円で、歳入歳出の差引は 1,923

万円となりました。 

保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合へ保険料を納付したほか、人間ドック健診

費用の助成を行うとともに、高齢者の口腔内機能を維持し肺炎等の疾病を予防するため、

歯科健診を新たに実施しました。 

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への取組として、

栄養士等の専門職が重症化しやすい対象者を訪問して健診結果や生活実態を踏まえた保健

指導を行い、生活習慣病の重症化予防・介護予防の充実を図りました。 

被保険者数については、年々増加傾向にあり、年間の平均は 3 万 1,282 人で前年度に比

べて 1.0％増加し、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 727円増の 4

万 1,710円、収納率は前年度と同じ 99.9％となりました。 
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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 6,597 万円、事業費用が 24 億 8,230 万円となり、差

引 8,366万円の黒字となりました。 

医師不足や診療報酬改定による医療費への影響など、病院経営を取り巻く環境が厳しい

状況にある中で、上越地域医療センター病院は 6 年連続で経常黒字となったことなどが評

価され、この度、平成 29年度自治体立優良病院表彰を受賞しました。 

平成 28年度は、入院患者が減少したものの、外来患者が増加し、合計で 9万 6,490人に

達しました。また、介護サービス事業の延べ利用者数は、短期入所事業が減少する一方で、

訪問看護事業、訪問リハビリテーション事業及び居宅介護支援事業が増加し、合計で 9,863

人となりました。医業収益の面では、入院診療において 1,937万円の増、外来診療では 245

万円の減、介護サービス事業では 1,705万円の増となりました。 

医師の確保に関しては、新潟県修学資金貸与制度に基づく勤務医が 1 人加わるなど、本

年 3月末で常勤医師 12人の体制を整えました。 

引き続き、今後の医療需要を見据え、リハビリテーション事業や回復期・慢性期医療の

充実を図るとともに、地域医療の拠点として、開業医や急性期病院との連携の強化や在宅

医療などに取り組むほか、訪問看護や居宅介護支援など介護サービス事業の強化を図って

まいります。 

なお、県では、平成 28年度に新潟県地域医療構想を策定し、その中で、団塊の世代の皆

さんが後期高齢者となる 2025 年の医療需要及び医療提供体制などに関する基本的な考え

方が明らかとなりました。これと並行して当市では、県が進める地域医療構想の検討を注

視しつつ、平成 28年度に上越市病院事業経営改革プランを策定するとともに、病院関係者

などで構成する「上越地域医療センター病院の改築に向けた在り方検討委員会」を設置し、

当病院の地域における位置付けのほか、必要な医療機能や規模、市診療所とのネットワー

ク化などについて検討を進めたところであります。 

これらを踏まえ、平成 29 年度においては、医療・介護・福祉それぞれの分野の関係者、

行政職員、公募による市民などで構成する「上越地域医療センター病院基本構想策定委員

会」を設置し、基本構想を策定することとしております。 

 

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 87号は、平成 29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 8億 5,437万円（以下、万円未満省略）を追加し、予算規模を 1,089

億 4,759万円とするものであります。 
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その主な内容は、（仮称）上越市体操アリーナの建設候補地の土地取得費及び敷地の造成

等に係る経費、旧直江津銀行の耐震改修等に係る経費をそれぞれ増額するとともに、去る

8 月 6 日に発生した火災に伴い使用不能となった木田第 2 庁舎の除却費及び庁舎の防犯対

策の強化に要する経費を追加するほか、上越地域でのご当地ナンバープレートの導入に向

けた検討に係る負担金など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、地方財政法第 7 条の規定に基づき、決算剰余

金の二分の一相当額を財政調整基金へ積み立てた上で、財政調整基金繰入金の減額をもっ

て整理するものであります。 

 

まず、歳出予算について、款を追って主な事業をご説明いたします。 

〇 総務費は、4億 9,933万円の増額であります。 

庁舎管理費では、木田庁舎、教育プラザ、各区総合事務所及び南北出張所における防犯

カメラの新設及び増設に要する経費を、また、庁舎整備事業では、木田第 2 庁舎の除却費

を、それぞれ増額するものであります。 

財政調整基金積立金は、決算剰余金の二分の一相当額を積み立てるものであります。 

企画調整費では、上越地域 3市及び上越・糸魚川の両地域振興局で構成する「（仮称）上

越地域ご当地ナンバー導入検討会」に係る負担金を増額するものであります。 

歴史資源活用推進事業では、旧直江津銀行の活用に向けた建物の耐震改修及び付属する

煉瓦壁の倒壊防止工事等に要する経費を増額するものであります。 

〇 民生費は、1,892万円の増額であります。 

福祉施設建設事業では、介護保険施設におけるスプリンクラー等の整備に対し、国の地

域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の内示を受けたことから、また、私立保育所等運

営費では、私立保育園における遊戯室棟の整備に対し、国の保育所等整備交付金の交付決

定を受けたことから、それぞれ整備に係る補助金等を増額するものであります。 

〇 衛生費のうち、ごみ処理対策事業では、中郷区一般廃棄物最終処分場覆土事業について、

国の特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付決定を受けたことから、財源を組み替えるも

のであります。 

〇 農林水産業費は、2,927万円の増額であります。 

中山間地域等活性化対策事業では、県の農林水産業総合振興事業を活用し、獣肉
じゅうにく

処理加

工施設の整備を支援するほか、農業生産活動等を行う集落協定の取組面積が増加したこと

から、中山間地域等直接支払交付金を増額するものであります。 

アグリビジネス創出支援事業では、国の中山間地域所得向上支援事業を活用し、観光農
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園への誘客促進調査に要する経費を増額するものであります。また、農産物販売促進事業

では、同じく国の中山間地域所得向上支援事業を活用し、棚田米を主体とする米のマーケ

ティング調査に要する経費を増額するものであります。 

農業集落排水事業は、農業集落排水事業特別会計の補正にあわせて繰出金を増額するも

のであります。 

土地改良事業では、吉川区における団体営基盤整備促進事業への補助金を増額するほか、

県が実施したため池
・ ・ ・

耐震点検の結果に基づき、改修計画の策定等に要する経費を増額する

ものであります。 

〇 土木費は、2,320万円の増額であります。 

道路維持費では、法面崩落の被害が生じた市道東頸城幹線の修繕工事を行うため、所要

の経費を増額するものであります。 

河川管理費では、本年 6月 30日からの大雨で溢水
いっすい

した国府 2丁目地内の水路に係る対策

工事費を増額するものであります。 

都市公園整備事業では、新潟県立大潟水と森公園の未買収地の一部について、県と土地

所有者との協議が整ったことから、県による用地買収に伴う市負担金を増額するものであ

ります。 

〇 教育費は、2億 831万円の増額であります。 

体育施設整備事業では、（仮称）上越市体操アリーナの建設候補地である大潟区九戸浜地

内の土地取得費及び敷地の造成等に係る経費を増額するものであります。 

〇 災害復旧費は、733万円の増額であります。 

都市施設災害復旧費では、本年 6月 30日からの大雨により、五智公園の法面の一部が損

傷したことから、復旧に要する経費を増額するものであります。 

〇 予備費は、6,800万円の増額であります。 

春先の融雪災害や、本年 6月 30日から 7月 5日にかけての大雨に伴い発生した被害及び

木田第 2 庁舎の火災に伴う執務室の移転などについて、この間、予備費を充用し対応して

きたことから、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、歳入予算について、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電力関連設備の新規課税分などが当初見込みを上回

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ったことなどから、当初予算額に対して 2.6％



- 21 - 

減、4億 8,978万円の減額となったものであります。 

〇 国庫支出金は、2,697万円の増額であります。 

保育所等整備交付金及び特定防衛施設周辺整備調整交付金などを増額するものでありま

す。 

〇 県支出金は、2,749万円の増額であります。 

農林水産業総合振興事業費補助金及び震災対策農業水利施設整備事業補助金などを増額

するものであります。 

〇 繰入金は、前年度決算剰余金を整理するとともに、本補正予算の収支の均衡を図るため

減額するものであります。 

〇 繰越金は、平成 28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、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。 

旧直江津銀行活用事業及び市道東頸城幹線修繕工事について、新たに債務負担行為を設

定するものであります。 

 

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 88号から議案第 91号までは、平成 29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。それ以

外の主な補正内容について、以下、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、歳出において療養給付費負担金の確定に伴い、返還金を減

額するとともに、歳入において退職者医療療養給付費等交付金の確定を受け、交付金を減

額するものであります。 

農業集落排水事業特別会計では、排水処理施設機能強化対策事業三和区本郷地区におい

て、団体営農業集落排水事業補助金の追加交付が見込まれることから、平成 30年度に予定

していた機能強化工事の一部を前倒しして実施するための経費を増額するとともに、財源

を組み替えるものであります。 

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、歳入において国庫支出金等の前年度精算交付金を増額するものでありま
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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。 

〇 議案第 92 号 上越市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正は、

実団員数に即し、上越市消防団の定員を改めるものであります。 

               

〇 議案第 93 号 上越市清掃施設条例の一部改正は、東中島地内において整備を進めている

清掃施設について、その名称を上越市クリーンセンターとし、本年 10月 1日から供用を開

始するとともに、同施設の供用にあわせて、第 1 クリーンセンター及び第 2 クリーンセン

ターの供用を廃止するものであります。 

 

〇 議案第 94 号 上越市病院事業の設置等に関する条例の一部改正は、上越地域医療センタ

ー病院の診療科目に児童精神科を追加するものであります。 

 

〇 議案第 95 号 上越市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正は、子ども・子育て支援法施行規則の一部改正により支給認定証が

支給認定保護者の申請に基づき交付するものとなったことに伴い、特定教育・保育施設が

支給認定を確認する際の手続を見直すほか、引用条項を整備するなど、所要の改正を行う

ものであります。             

 

〇 議案第 96 号 上越市都市公園条例の一部改正は、都市公園法の一部改正を受け、公園施

設として設けられる運動施設の面積基準及び保育所その他の社会福祉施設の設置に係る使

用料を新たに定めるほか、引用条項を整備するものであります。 

 

〇 議案第 97 号 上越科学館条例の一部改正は、民間の経営ノウハウや専門的な能力の活用

が見込まれる上越科学館について、指定管理者制度に移行するものであります。 

 

〇 議案第 98 号 上越市就業改善センター条例の一部改正は、農村地域工業等導入促進法の

一部改正に伴い、引用法律名等を整備するものであります。 
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〇 議案第 99 号 上越市清里坊ヶ池湖畔公園条例の一部改正は、上越市公の施設の再配置計

画に基づき、清里坊ヶ池湖畔公園のテニスコート及びテントサイトの供用を廃止するとと

もに、園地等の施設の管理に必要な規定を整備するものであります。 

 

〇 議案第 100 号から議案第 103 号までは、直江津港港湾区域内公有水面の埋立てにより新

たに生じた土地について確認するとともに、それに伴う字の変更を行うものであります。 

 

〇 議案第 104 号及び議案第 105 号の市道路線の廃止及び認定は、民間の開発行為により 2

路線を新たに認定するほか、二級河川吉川の広域河川改修事業に関連する 3路線を廃止し、

新たに 3路線を認定するものであります。 

 

〇 議案第 106号から議案第 109号までは、水族博物館解体（その 2）工事、（仮称）直江津

地区新保育園新築工事、（仮称）直江津地区新保育園新築機械設備工事及び下水道センター

水処理 1系計装設備・送風機等長寿命化対策（電気設備その 20）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。 

 

〇 報告第 3 号は、7 月 12 日に専決処分いたしました平成 29 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 240 万円（以下、万円未満省略）を追加し、予算規模を 1,080

億 9,322万円といたしました。本年 6月 30日から 7月 5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。 

 

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、ガス水道局に係る案件についてご説明申し上げます。 

 議案の説明に入る前に、先にご報告いたしましたガス料金の誤請求に関し、一言申し述べ

させていただきます。 

 この度のガス料金に係る算定誤りは、システム改修会社が仕様にはない誤った改修を行っ

たことが原因ではあるものの、当市のガスをご利用いただいているお客様に多大なご迷惑を

お掛けし、また、市民の皆様並びに議会の皆様の信頼を大きく損なうことになりましたこと

に、改めておわびを申し上げます。 

  

 それでは、個々の案件についてご説明申し上げます。  

〇 議案第 83 号から議案第 86 号までは、平成 28 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、大口需要家の事業停止や設備改修、気温の上昇など、需要減少の要因が

あったものの、工場の増設や設備稼働増加による増量により、ほぼ前年度並みの販売量を

確保いたしました。また、給水人口の減少などにより、水道事業の販売量が 0.7％、簡易水

道事業の販売量が 2.7％、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、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、基幹管路や経年管の更新など、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、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、また、大口需要家の事業停止に伴い貸倒引当金繰入額を計上したこ

となどから、収益的収入は 57億 9,653万円（以下、万円未満省略）に、また、収益的支出

は 57 億 4,757 万円となり、前年度に比べ 24.9％減となる 4,895 万円の純利益となりまし

た。 

資本的支出は総額 16億 1,117万円で、経年管の更新や中圧導管網の整備などを行いまし

た。また、資本的収入は総額 1億 1,694万円で、不足する 14億 9,423万円は内部留保資金

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、動力費や支

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 4,298万円に、また、収益的支

出は 46 億 6,918 万円となり、前年度に比べ 0.8％減となる 12 億 7,379 万円の純利益とな
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りました。 

資本的支出は総額 31億 151万円で、浄水施設の耐震化を始め、浄水場から病院や避難所

等を結ぶ基幹管路や経年管の更新などを行いました。また、資本的収入は総額 9 億 5,084

万円で、不足する 21億 5,066万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、経

年管更新の進捗により修繕費が減少するなど、収益的収入は 8 億 6,226 万円に、また、収

益的支出は 6億 5,539万円となり、前年度に比べ 10.3％増となる 2億 687万円の純利益と

なりました。 

資本的支出は総額 4億 2,228万円で、平成 29年度からの水道事業への統合に備えた管網

整備などを行いました。また、資本的収入は総額 2 億 3,119 万円で、不足する 1 億 9,109

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 1,594万円に、また、収益的支出は 1,207

万円となり、前年度に比べ 57.6％増となる 387万円の純利益となりました。 

各会計の純利益につきましては、それぞれ減債積立金又は建設改良積立金として処分す

るとともに、ガス事業及び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、一般案件についてご説明申し上げます。 

〇 議案第 110 号は、ガスの使用中止、すなわち閉栓による料金算定の際、料金計算システ

ムの改修誤りにより生じたガス料金の誤請求に係る過小請求分について、債権金額が少額

で請求に要する費用に満たないことから、対象となる 1,789人に対する追徴額 26,778円の

請求を行わないこととし、当該債権を放棄するものであります。 

 

 ガス水道局の案件に係る説明は、以上であります。 


