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提  案  理  由  の  要  旨 

 

提案理由の説明に先立ちまして、先の台風 21号及び 22号の風雨等で被災された皆様に、

心からお見舞いを申し上げます。市といたしましても、避難所の開設を始め、被害のあった

家屋や農地等の調査を直ちに実施いたしますとともに、補正予算を専決処分の上、速やかな

応急復旧に努めたところであります。また、本災害につきましては、農地、農業用施設、林

道を中心に多大な被害が生じたことから、引き続き、国、県の支援も得ながら、関係機関と

連携して、来春の耕作などへの影響を最小限にとどめることができるよう、市民生活の確保

を第一に、早期の復旧に努めてまいります。 

 

それでは、改めまして、本日ここに、平成 29年第 4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ご説明申し上げます。また、あわせまして、この機会を頂戴し、3

期目の市政運営に当たる私の所信も述べさせていただきたいと存じます。 

 

去る 10月 22日に行われた上越市長選挙において、私は市民の皆様のご信任をいただき、

引き続き、市長の重責を担わせていただくこととなりました。 

改めて、身の引き締まる思いを強くいたしますとともに、今後の市政運営を進めていく上

での基本的な考えについて、今定例会の冒頭でその概要を申し上げ、市民の皆様並びに議員

各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

私は、平成 21年の市長就任以来、このまちで生まれ育ち、また縁あってお住まいの、市民

お一人おひとりが、このまちに誇りと愛着を持ち、生き生きと輝きながら、ともに支え合っ

て暮らしていくことのできる“すこやかなまち”の実現に向けて、誠心誠意、市政運営に当

たってまいりました。 

一方で、少子高齢化と人口減少が同時に、また急速に進行し、様々な課題が顕在化する我

が国の社会経済情勢の下で、この間の市政の舵取りは、限られた財源をやり繰りしながら、

災害等の不測の事態や将来的な歳入不足に備え、市の貯金に相当する財政調整基金を積み増

さなければならないなど、極めて厳しい財政運営に直面するものでありました。 

そのような中にあっても、私は福祉、介護、子育て、教育、安全安心など、市民の皆様の

暮らしと関わりの深い基礎的な行政サービスをしっかりと確保した上で、当市のまちづくり

に真に必要な政策・施策を推進し、また、将来を見据えた「価値ある投資」に意を用いなが

ら、これらを支える行財政基盤の確立にも努めてまいりました。 

この結果、財政面における、いくつかの懸念はあるものの、合併後のまちづくりと諸課題
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への対応を進める上での足元を見通せる状況までに至り、「第 6次総合計画」や「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に基づく持続可能なまちづくりに向けて、更なる歩みを進めていくた

めの確かな土台を築けたものと確信しているところであります。 

さて、平成 17年 1月の市町村合併を機に、私たちのまちは多様な地域特性が共生する個性

豊かなまちとして新たな歩みを進めてまいりました。市長として、その思いを受け継ぐ中で、

私は、人と人、人と地域、地域と地域の多様な関係性と絆を再構築し、新たな地域社会を創

造していくことが不可欠と考え、これを自らのまちづくりの原点としてまいりました。 

これからの 4年間におきましても、これまでの取組を揺るぎなく着実に推進するとともに、

市民の皆様からお寄せいただく市政へのご意見や思いを丁寧にお聴きしながら、その声を確

実に政策へ反映してまいりたいと考えております。 

私は 3期目の市政運営に臨むに当たり、新たな公約に「人と地域と産業を守り、つくり、

育てる」ことを掲げ、全体を集約するテーマといたしました。そして、その実現に向けた視

点と方向性を 4つの「まちの姿」として、お示ししたところであります。 

それは、「多様な価値観を認め合う共生のまち」「安全と安心が確保され、誰もが居場所と

出番をもち、ともに支え合うまち」「自らの生活への努力と社会への貢献のために活動できる

まち」「歴史と文化が息づき、学びのある、人も自らも大切にされるまち」であります。 

これを基に、市民の皆様へお約束した 84項目の取組について、現在、その達成に向けたそ

れぞれのロードマップを取りまとめているところであり、「第 6次総合計画」と「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に位置付ける主要政策とともに、新年度の予算編成にもしっかりと反

映させながら、着実に推進してまいります。 

今後、当市においては、人口減少や少子高齢化の進行がもたらす行政運営や地域コミュニ

ティへの影響が一層顕在化し、また、地方交付税の減少など、安定的な行政サービスを将来

にわたり提供する上で、予断を許さない状況が続くものと捉えております。引き続き、これ

らの課題へ的確に対応していく中で、市民の皆様の暮らし、ふるさとの農地と農業、そして

地域の産業と雇用を、それぞれにしっかりと守り育てる取組を進めるとともに、将来にわた

る持続可能なまちづくりに向けて、当市の魅力と優れた地域資源が持つ潜在力を最大限に発

揮させ、交流人口の拡大とにぎわいづくりに向けた取組も重ね合わせながら、まちの総合力

を着実に高めていくことが極めて重要と考えております。 

平成 30年度には、新水族博物館と歴史博物館がオープンし、上信越自動車道の 4車線化工

事が完了する見通しにあります。さらに、平成 31年度の県立武道館開館、平成 34年度の北

陸新幹線敦賀延伸など、当市の更なる飛躍のチャンスもしっかりと見据えながら、地域の発

展につなげていくための取組を加速させてまいりたいと考えております。 
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このたびの選挙を通して頂いた貴重なご意見を始め、市政に対する声を真摯に受け止めな

がら、丁寧に、そして誠実に、今後の市政運営に努めるとともに、しっかりとその説明責任

を果たしてまいる所存であります。 

引き続き、子どもからお年寄りまでの様々な世代の市民お一人おひとりが、自分らしく輝

き、互いに認め合い、ともに支え合う「すこやかなまち」づくりを進めながら、次の世代が

この地で安心して暮らすことができるよう、そして、市民の夢と地域のビジョンを「確かな

明日へ」とつないでいくことができるよう、全身全霊を傾け、市政運営の先頭に立って邁進

してまいります。 

以上、申し上げました基本的な考え方の下で、これらを具体化する諸施策につきましては、

新年度予算の提案にあわせて改めて申し述べさせていただきたいと考えております。今後も

議会を始め市民の皆様のご理解とご支援を心からお願い申し上げます。 

 

それでは、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。 

最初に、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 111号は、平成 29年度上越市一般会計補正予算であります。 

歳入歳出予算総額から 8,638 万円（以下、万円未満省略）を減額し、予算規模を 1,094

億 8,459万円とするものであります。 

その主な内容は、要援護世帯除雪費助成事業において、今冬から親族要件を廃止すると

ともに、対象となる除雪の範囲を見直すこととし、所要の経費を増額するほか、本年 6月

30日から 7月 5日にかけての大雨に伴い被災した農地、農業用施設及び林道について、国

の災害査定による復旧事業費が確定したことから、所要の経費を増額するものであります。

また、この間、教育委員会において進めてまいりました、国宝「太刀 無銘一文字（号 山

鳥毛）」の取得に向けた所有者との交渉が合意に至らず、取得を断念することとしたことか

ら、関連経費を減額するほか、国庫支出金の交付決定に基づく財源の組替えと補助対象事

業費の調整を行うものであります。 

あわせて、人事異動に伴う職員構成の変動等による給与費の増減整理及び時間外勤務手

当の不足見込額の補正を行うものでありますが、各特別会計への繰出金を含め、個々の事

業における説明は省略させていただきます。 

 

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、1億 6,877万円の増額であります。 

国県支出金等還付金は、国の負担金の精算制度による還付額が当初の見込みを上回るこ
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となどから、不足分を増額するものであります。 

交通安全施設費では、電気料金に上乗せされる燃料費調整額の上昇などに伴い、防犯灯

に係る電気料金の不足分を増額するものであります。 

情報システム事業では、マイナンバーカード等の記載事項の充実及び情報連携データの

仕様変更等に係るシステム改修について、国の社会保障・税番号制度システム整備費補助

金の内示を受けたことから、所要の経費を増額するものであります。 

〇 民生費は、873万円の増額であります。 

要援護世帯除雪費助成事業では、今冬から親族要件の廃止並びに助成の対象となる除雪

範囲を見直すこととし、除雪費助成給付費等について所要の経費を増額するものでありま

す。 

介護保険特別会計繰出金では、介護保険特別会計において、介護保険事務処理システム

の改修に係る経費が必要となったことから、同会計への繰出金を増額するものであります。 

福祉業務管理システム開発・運営費では、就労定着支援サービス等の創設など、平成 30

年 4月施行の障害者総合支援法の改正に対応するための総合福祉システムの改修に要する

経費を増額するものであります。 

特別障害者手当給付等事業では、当初予定した精神障害者入院医療費助成事業の対象範

囲の見直しを見合わせたことから、助成金を増額するものであります。 

私立保育所等運営費では、私立保育園・認定こども園等における保育士等の技能・経験

に応じた処遇改善の実施に伴うシステム改修に要する経費を増額するものであります。 

〇 衛生費は、1,411万円の減額であります。 

病院事業管理費では、平成 30年 4月以降、上越地域医療センター病院の管理運営に当た

る一般財団法人の設立に向け、同法人への拠出金等を増額するものであります。 

保健福祉総合データバンク事業では、マイナンバー制度に係る情報提供ネットワークシ

ステムによる他の機関との連携に向け、予防接種副本データをあらかじめ削除する必要が

生じたことから、保健システム改修委託料を増額するものであります。 

斎場管理運営費では、頸北斎場の適正な維持管理を行うため、建物等診断委託料を増額

するものであります。 

〇 農林水産業費は、683万円の増額であります。 

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交付金を活用し、

上越市産米粉用米を活用した米粉麺製造設備の整備を行う事業者への支援に要する経費を

増額するものであります。 

土地改良事業では、県営土地改良事業の事業費配分の見直しにあわせて、負担金を増額
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するとともに、財源を組み替えるものであります。 

〇 商工費は、4,603万円の増額であります。 

中心市街地活性化対策事業では、直江津駅前市有地における民間事業者による施設整備

に伴い、優良建築物等整備事業補助金を増額するものであります。 

〇 土木費は、9,997万円の減額であります。 

社会資本整備総合交付金の交付決定を受け、道路維持費の財源を組み替えるとともに、

都市公園整備事業における五智公園の整備費を減額するほか、道路整備事業、橋梁維持費、

橋梁整備事業、消融雪施設管理費及び除雪費について、財源の組替え及び事業費の整理を

行うものであります。 

新幹線新駅周辺整備事業では、新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計において、保

留地処分金が当初の見込みを上回ったことから、同会計への繰出金を減額するものであり

ます。 

〇 教育費は、2億 9,982万円の減額であります。 

中学校就学援助費補助事業では、就学援助費の支給項目のうち新入学学用品費について、

入学前の早期支給により支給対象保護者の負担軽減を図るため、所要の経費を増額するも

のであります。 

中学校市単独事業では、自力歩行が困難で、車椅子での移動が必要な児童が平成 31年度

に市内中学校へ入学する予定であることから、エレベーターの設置等に係る設計業務委託

料を増額するものであります。 

博物館管理運営費では、国宝「太刀 無銘一文字（号 山鳥毛）」の取得を断念すること

に伴い、取得関連経費を減額するとともに、太刀取得のためにお寄せいただいた寄附金を

返還するための関連経費を増額するものであります。 

一般スポーツ活動推進事業では、明治大学ラグビー部の監督として、日本ラグビー界に

一時代を築いた旧安塚町出身の北島忠治氏の功績を讃えるため、来年 6月に当市において

明治大学と同志社大学との大学ラグビー招待試合を開催するに当たり、実行委員会の設置

及びチラシ、ポスター等の作成など実施体制や周知に要する経費を増額するものでありま

す。 

〇 災害復旧費は、3,457万円の増額であります。 

農地、農業用施設災害復旧費及び林業用施設災害復旧費では、本年 6月 30日から 7月 5

日にかけて大雨により被災した農地、農業用施設及び林道南葉高原線について、国の災害

査定により復旧事業費が確定したことから、所要の経費を増額するものであります。 

〇 予備費は、6,000万円の増額であります。 
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台風 21号により発生した被害の応急復旧について、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、歳入について、主な内容をご説明いたします。 

〇 分担金及び負担金は、県営農地環境整備事業分担金を減額するものであります。 

〇 国庫支出金は、3億 3,407万円の減額であります。 

社会資本整備総合交付金を減額するとともに、社会保障・税番号制度システム整備費補

助金等を増額するものであります。 

〇 県支出金は、林道施設災害復旧事業補助金などを増額するものであります。 

〇 財産収入は、直江津駅前市有地の売却額が当初の見込みを上回ることから、増額するも

のであります。 

〇 寄附金は、3,210万円の減額であります。 

国宝「太刀 無銘一文字（号 山鳥毛）」の取得のためにお寄せいただく予定であった寄

附金を減額するものであります。 

〇 繰入金は、補正予算の収支均衡を図るため、財政調整基金からの繰入金を増額するもの

であります。 

〇 市債は、歳出事業費の補正等にあわせて整理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。 

指定管理期間が満了する五智歴史の里会館及び牧湯の里深山荘並びに新たに指定管理者

制度に移行する上越科学館の 3施設の管理運営業務委託のほか、直江津駅前市有地利活用

事業に係る優良建築物等整備事業補助金について、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 112号から議案第 117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あります。 

介護保険特別会計では、介護保険料算定に係る所得控除の見直しなど、平成 30年 4月施

行の介護保険法の改正に対応するため、介護保険事務処理システムの改修に係る経費を増

額するとともに、関連歳入として国の介護保険事業費補助金を計上するほか、収支の均衡
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を図るため一般会計繰入金を増額するものであります。 

新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計では、保留地処分金が当初の見込みを上回っ

たことから、一般会計繰入金を減額するとともに、余剰分について予備費を増額するもの

であります。 

あわせて、それぞれの会計について、一般会計と同様に人事異動に伴う職員構成の変動

等による給与費の整理を行うものであります。 

 

 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 120号 職員の育児休業等に関する条例の一部改正は、地方公務員の育児休業等に

関する法律の一部改正を受け、非常勤職員の育児休業期間の延長の要件となる子の養育の

事情を考慮して特に必要と認められる場合を定めるなど、所要の改正を行うものでありま

す。 

 

〇 議案第 121号 上越市立水族博物館条例の一部改正は、五智二丁目地内において整備を進

めている新水族博物館について、平成 30年度の供用開始に向け、設置及び管理に関し所要

の改正を行うものであります。 

 

〇 議案第 122号 上越市手数料条例の一部改正は、介護保険法の一部改正による指定居宅介

護支援事業者の指定権限の移譲にあわせて、受益者負担の適正化を図る観点から、同法に

関する事業者の指定又は登録に係る申請手数料を定めるものであります。 

 

〇 議案第 123 号 上越市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

の一部改正は、上越市第 6期介護保険事業計画・第 7期高齢者福祉計画に基づき、平成 30

年度から地域包括支援センターを再配置するため、同センターに係る職員に関する基準を

見直すものであります。 

 

〇 議案第 124号 上越市保育所条例の一部改正は、上越市保育園の再配置等に係る計画に基

づき、北本町保育園を北本町三丁目地内から土橋地内へ移転整備することに伴い、平成 30

年 4月 1日以降の施設名称を、つちはし保育園とするものであります。 

 

〇 議案第 125号 上越市立総合博物館条例等の一部改正は、これまで自然科学や美術を含め

て運営してきた総合博物館について、高田開府 400年を機に、安土桃山時代から近現代ま
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での歴史を対象とし、その名称を上越市立歴史博物館とするとともに、同館と一体的な運

営をする高田城三重櫓
やぐら

との共通券を含めた観覧料の改定を行うものであります。 

 

〇 議案第 126号から議案第 128号までは、上越市公の施設の再配置計画に基づき、上岡テ

レビ共同受信施設など 3施設の供用を廃止するものであります。 

 

〇 議案第 129号及び議案第 130号は、県営ほ場整備事業津有南部第 2地区及び県営農地環

境整備事業上達地区の完了に伴い、事業区域内の字を変更するものであります。 

 

〇 議案第 131号及び議案第 132号の市道路線の廃止及び認定は、町内会からの要望により

1 路線を一旦全線廃止し、路線の終点を変更し再度認定するほか、新たに 2 路線を認定す

るものであります。 

 

〇 議案第 133号は、（仮称）上越市体操アリーナ整備事業用地として、国際石油開発帝石株

式会社所有の土地 13,156.97㎡を 1億 5,700万円で買い入れるものであります。 

 

〇 議案第 134号及び議案第 135号は、上越市公の施設の再配置計画に基づき、上岡テレビ

共同受信施設を同施設組合へ、また、大島青空市場をゆきぐに森林組合へ、それぞれ無償

譲渡するものであります。 

 

〇 議案第 136号から議案第 138号までは、牧湯の里深山荘など 3施設について、それぞれ

指定管理者を指定するものであります。 

 

〇 報告第 4 号は、9 月 29 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 8,933万円を追加し、予算規模を 1,090億 3,692万円といたしまし

た。衆議院の解散に伴う衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行に係る経

費について、補正予算を専決処分したものであります。 

 

〇 報告第 5号は、10月 31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 5億 3,405万円を追加し、予算規模を 1,095億 7,098万円といたし



- 9 - 

ました。台風 21号により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。 

 

〇 議案第 118号は、平成 29年度上越市ガス事業会計補正予算であります。 

大口需要家の設備稼働の増などによる販売量の増加や液化天然ガス輸入価格の上昇に 

伴い、業務予定量の供給量を補正するとともに収益的収入及び支出を増額するほか、水道

管更新にあわせて実施するガス管更新工事に係る費用等を増額するものであります。 

 

〇 議案第 119号は、平成 29年度上越市水道事業会計補正予算であります。 

  老朽化した水道管の更新を前倒しして行うため、建設改良費等を増額するものでありま

す。 

 

 ガス水道局の案件に係る説明は、以上であります。 

 

 

 


