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提  案  理  由  の  要  旨 

 

本日ここに、平成 28年第 1回市議会定例会を招集し、新年度予算案を始めとする諸案件を

提案し、ご審議いただくに当たり、市政運営に対する私の所信と予算編成の基本的な考え方

及び重点的な取組などについて申し上げます。なお、ガス水道局に係る案件につきましては、

後ほどガス水道事業管理者がご説明申し上げます。 

 

半世紀もの長きにわたり、私たちが待ち望んだ北陸新幹線長野・金沢間の開業から、やが

て 1 年が経とうとしております。新幹線が主要都市との時間距離を短縮し、市民の皆さんの

暮らしや地域経済に様々な効用と恩恵をもたらす新たな時代を迎え、その存在は確実に当市

の交流人口の拡大と広域的な拠点性の強化に向けた大きな力となっております。引き続き、

新幹線が持つ様々な価値と可能性をまちの力として取り込みながら、これを地域の発展と市

民の皆さんの生活の質の向上につなげていくための取組を推進してまいります。 

平成 27年度は、第 6次総合計画の計画初年度として、新たなまちづくりをスタートさせた

年でもありました。平成 28 年度におきましては、持続可能な行財政基盤の確立を図りつつ、

「市民が主役のまちづくり」と 7つの政策分野における政策・施策はもとより、「暮らし」「産

業」「交流」の三つの重点戦略を着実に推進することにより、まちの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、総合力を高めてまいりたいと考えております。 

また、国を挙げた地方創生の取組が本格化する中で、人口減少を緩和し、持続可能なまち

づくりを推進していくことが市政運営の最重要課題となっております。当市におきましては、

この地方創生の潮流を追い風に、第 6 次総合計画に基づくまちづくりを着実に進めていくこ

ととし、市と「産・官・学・金・労・民」55団体の皆さんが、それぞれの特性を生かした事

業を持ち寄る中で検討を重ねてまいりました。その成果として、昨年 10月、若者・子育て世

代にとって「選ばれるまち」「住み続けたいまち」を全体目標とする「上越市まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」を取りまとめたところであります。 

実質的な計画初年度となります平成 28 年度におきましては、本戦略に掲げた事業を市民、

関係団体の皆さんと共に実行し、評価・検証を加えながら取組の熟度を高め、着実に推進し

てまいりたいと考えております。 

新年度予算案の提案に当たり、私たちが先人から受け継ぎ、次代へとつないでいく歴史・

文化、風土を基盤としながら、新幹線がもたらす様々な効用をまちの真の力として取り込み、

最大限に発揮させる中で地域が持つ力を結集し、市民の皆さんと共に、まちづくりの更なる

一歩を踏み出してまいりたいと、意を新たにしているところであります。 
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それでは、まず始めに、平成 28年度当初予算の背景となる社会経済情勢などについてご説

明申し上げます。 

我が国の経済は、中国を始めとする新興国経済の減速等の影響から輸出が弱含みとなり、

個人消費や民間設備投資の回復に遅れがみられたものの、大胆な金融政策、機動的な財政政

策、民間投資を喚起する成長戦略を柱とする経済財政政策の推進により雇用・所得環境が改

善し、さらに原油価格の低下等による交易条件の改善などもあり、緩やかな回復基調が続い

ております。 

一方、市内経済におきましては、製造業など一部に改善が見られるものの、小規模事業者

を中心に景気の回復を実感できない状況が続いており、業種や事業所の規模によって改善と

悪化の二極化が進む傾向も生じております。 

このような中、国においては、「希望を生み出す強い経済」「夢をつむぐ子育て支援」「安心

につながる社会保障」から成る、いわゆる「新・三本の矢」を打ち出し、昨年 11月には「一

億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」を取りまとめるとともに、環太平洋パ

ートナーシップ協定の大筋合意を受けた「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」を定めたところで

あり、本年 1月 20日には、これらの実現に向けた平成 27年度補正予算が成立いたしました。 

当市におきましても、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、

第 6 次総合計画に掲げた三つの重点戦略と、地方創生の動きを的確に捉えた地域の活性化に

資する事業を速やかに執行することにより、それぞれの効果が早期に、また市全体へ一体と

なって波及するよう意を用いたところであります。 

 

次に、市政運営の基調となる考え方と具体的取組について、第 6 次総合計画の推進と地方

創生の観点から、政策、施策の方向性とあわせ、その概要を述べさせていただきます。 

当市のまちづくりの最上位計画であります第 6 次総合計画では、「市民が主役のまちづく

り」を全ての政策・施策の基盤とした上で、分野横断的な取組を強力に推進する観点から、

「暮らし」「産業」「交流」の三つの重点戦略を設定し、この着実な推進に取り組んでいると

ころであります。 

一方、国が推し進める「地方創生」に向けた取組につきましては、当市ではこれを総合計

画の将来都市像「すこやかなまち～人と地域が輝く上越～」の実現に向けた絶好の追い風と

して捉える中で、「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定したところであります。

本戦略では、若者・子育て世代にとって「選ばれるまち」「住み続けたいまち」を全体目標と

して掲げ、「しごとづくり」「結婚・出産・子育て」「まちの活性化」「ＵＩＪターンとまちの拠

点性」の四つの視点に立って、市民及び各種団体の皆さんとの連携・協働の下で人口減少問



- 3 - 

題への対応を図り、次の世代に安心して引き継いでいくことのできる持続可能なまちづくり

を進めることとしております。 

以上を踏まえ、平成 28年度当初予算の編成に当たりましては、昨年度着手した第 6次総合

計画の三つの重点戦略に地方創生の視点を加えた総合的な戦略に基づく取組を重ね合わせる

中で、新規事業の創設、既存制度の拡充を図るなど、優先的な予算配分を行ったところであ

ります。 

 

それでは、まず、第 6 次総合計画の三つの重点戦略に基づく主な取組からご説明申し上げ

ます。 

第一の「暮らし」の戦略は、市民の暮らしの安心感を高めるため、地域社会の様々な場面

における支え合いを担う人材の育成と、最適な枠組みの構築を推進する「“つながり”を育む

まちづくり」を進めるものであります。当市の現状を踏まえ、「こども」「高齢者」「中山間地

域」をキーワードに“つながりの力”を育てる四つの取組を推進してまいります。 

その一点目の「“つながり”を育むまちづくり」の取組では、地域コミュニティや多様な市

民活動団体などによ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機能を強化するとともに、市民活動のサ

ポートや団体同士の交流を促進するための事業を拡充いたします。 

また、市民の皆さんが自発的・主体的に行う地域活動を支援する地域活動支援事業を継続

して実施するほか、町内会等が抱える地域課題の解決を図るため、地域コミュニティ活動サ

ポート事業を通じて、地域の活性化に資する地域活動の更なる広がりを支援してまいります。 

さらに、防災・防犯・交通安全など、市民の安全・安心な暮らしを地域ぐるみで支え合う体

制の強化を図るため、自主防災組織の活動等を支援するとともに、地域の活性化や課題解決

に向けて行動する新たな人材の育成・確保に向け、公民館の「元気の出るふるさと講座」修

了後にサポート講座を実施するなど、自主的活動につながるよう支援してまいります。 

あわせて、若者の活力やアイデアをまちづくりに生かし、地域の課題解決や“つながり”

の強化を図るための新たな取組として、上越教育大学、新潟県立看護大学と地域住民・市民

活動団体等との相互交流や、高田の町家を生かした学生の街なか居住に向けたモデル住宅の

整備を行うほか、高校生とのキャッチボールトークの際に、高田駅前の駐輪場等における放

置自転車の問題について寄せられた提案を踏まえ、放置自転車を修理し、通学や街なか回遊

等に再利用する取組を連携して進めてまいります。 

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、こども

たちの暮らしや子育てに係わる“つながり”を構築・強化するため、コミュニティ・スクール
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や地域青少年育成会議を基盤に、学校・家庭・地域が一体となった地域ぐるみの教育や健全

育成の取組を進めるとともに、引き続き子育てひろばやこどもセンターにおける保護者同士

の交流の場づくりを通じた子育て支援を行うほか、新たに「こどもリーダー育成事業補助金」

を設け、子ども会等が行う地域のリーダー養成に向けた取組を支援してまいります。 

また、乳幼児期から就学期まで切れ目なく、全ての子どものすこやかな育ちを支援してい

くため、こども発達支援センターの就学アドバイザーを増員するなど機能強化を図り、子育

てや発達、就学などに関する多様な相談へのきめ細やかな対応と情報提供などのサポートを

充実してまいります。 

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・強化するための取組として、地域包括ケアシステムの構築に向けた住民組織等による介

護予防事業を引き続き実施してまいります。 

また、老人趣味の家などにおける各種講座を継続するとともに、成果発表の機会として、

作品展やゲートボール等スポーツ大会の開催を通じて、高齢者の居場所と活動の場づくりを

進めてまいります。 

あわせて、市内事業所の協力を得ながら、ふれあいランチサービスの配食や郵便物の配達

などの際に、一人暮らし高齢者等の見守り活動を展開いただくとともに、引き続き町内会や

民生委員の活動を通じて、お年寄りが地域社会から孤立することの無いよう、つながりを維

持してまいります。 

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、特

に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の一層の機能強化と役割の拡充を図るとともに、多様な主体との連携

による農業生産活動の維持や、国の地域活性化対策に取り組む地域を支援してまいります。 

また、企業や大学等の多様な主体による中山間地域における地域貢献活動として、中山間

地域支え隊活動への参加を広げ、中山間地域の集落における労力確保の一助とするほか、安

全・安心な暮らしの維持に向け、市民全体で中山間地域の公益的機能を支える意識の醸成に

努めてまいります。 

一方、地域社会の新たな担い手を受け入れ、連携して地域づくりを推進しようとする集落

においては、双方のマッチングを図りながら地域おこし協力隊員を募集・配置するとともに、

集落と連携して隊員の活動を支え、任期満了後の定住につなげてまいります。 

 

第二の「産業」の戦略は、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
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出を図るため、地域産業の競争力と地域内経済の循環を強化し、地域経済の自立性を高める

とともに、市民の生活を支え、自己実現や生きがいづくりの場ともなる働く場の確保と選択

肢の拡大を図るものであります。その実現に向け、「選ばれる“上越の産品”づくりと市民ぐ

るみでの魅力発信」「まちの未来を切り開く新産業の創出」「生きがいを持って働けるまちづ

くり」の三つの取組を推進してまいります。 

まず一点目の「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、

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

を進めるため、メイド・イン上越の認証品製造事業者の連携による取組を支援するほか、農

商工が連携し、地域一丸となった「選ばれる産品」づくりに向けた開発の取組を促すととも

に、メイド・イン上越のブランドイメージの定着と認証品のＰＲを進めてまいります。 

また、農業の 6 次産業化を推進するため、生産者による地域資源を活用した特産品や農産

加工品の開発を支援するとともに、都市生協と連携した上越産品の販売及び都市型直売所へ

の出展など、生産者自らが行う首都圏等での販売活動の支援に努め、市内産品の一層のＰＲ

と販路拡大を図ります。 

さらに、学校給食における地場産農作物の利用拡大を促進するため、学校、園芸作物生産

者、給食用食材納入事業者及びえちご上越農業協同組合が連携を図る中で、地域の実情に見

合った生産・供給体制を構築し、地場産野菜の使用率向上に取り組むほか、園芸を通じた複

合営農による経営体の体質強化及び雇用と所得の確保を目指してまいります。 

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、高速交通ネットワークの結

節点に位置し、重要港湾直江津港を有する当市の物流の拠点性を生かした企業誘致活動を引

き続き推進いたします。うち、上越妙高駅周辺地区では、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とあわせて、資金調達に係るコストを低減させる借

入利子前払制度を新設するとともに、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が展開されるよう促してまいります。 

また、上越沖で調査が進むメタンハイドレートについて、要望活動と情報収集を継続する

とともに、当市が有する潜在力の一つとして市民への周知・啓発を進めるなど、関連施設の

誘致に向けた機運の醸成を図ってまいります。 

さらに、地域産業の維持・発展を図るための取組として、引き続きインターネット販売に

より販路拡大に取り組む中小企業者を支援するとともに、金融機関、上越商工会議所、上越

市で構成する「上越市創業支援ネットワーク」が中心となり、事業計画の策定から開業に向

けた資金調達や販路開拓等、創業に関する総合的な支援に取り組んでまいります。 

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い
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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、利子補給の支援を行うとともに、引き続き事業

者への意識啓発等を進めるほか、新たな働き方のモデル構築を目指し、テレワークの実証事

業に取り組んでまいります。 

また、近年、企業に入社した若者の早期離職が課題となっていることから、市内事業所で

指導的立場にある社員及び若手社員を対象に、傾聴やコミュニケーション等に関する研修を

実施するなど、職場への定着支援に努めてまいります。 

さらに、ＵＩＪターンを促進し、当市への定住と市内企業への就労を支援するため、イン

ターンシップ受入企業のホームページでの紹介や大学等へのＰＲ及び学生受入プログラムの

作成方法等に関する研修会を実施するとともに、新た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するほか、就職面接の際に要する旅費の一部を助成する制度を創設いた

します。 

あわせて、障害のある方への就労支援として、今年度に始めたモデル事業の成果を踏まえ、

農業分野における就労機会の拡大を目指し、農福連携を図る取組を引き続き実施するほか、

障害のある方及び高校生が資格を取得する際の経費を助成してまいります。 

 

第三の「交流」の戦略は、新たにまちの力となった北陸新幹線の機能と効用を活用しなが

ら、当市の多彩な地域資源を生かした交流を促進し、その経済効果を最大限に発現していく

中で、市民の心豊かな暮らしの実現を図るものであります。今年度策定が完了する第五次観

光振興計画に基づく取組を中心に、分野横断的に「ひと・もの・情報が行き交う仕組みや体

制の整備」を進めるとともに、交流人口の拡大に向け、新たな中核施設となる新水族博物館

の集客効果を最大限に発揮していくための「新水族博物館を核とした地域活性化」の取組を

進めてまいります。あわせて、県立武道館の立地と 2020年の東京オリンピック・パラリンピ

ックの開催を見据えた「強みを生かした多様なコンベンションの展開」を推進するものであ

ります。 

まず一点目の「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、交流人口

の増加とその効果を市内に波及させる仕組みと体制の充実を図るため、当市の豊かな資源を

生かした魅力ある観光地づくりの取組や、新たな交流機会の創出と誘客の促進、さらには重

点集客エリアを踏まえた市内の回遊性向上に向けた施策を総合的に推進してまいります。 

観光面では、「桜」と「雪」を生かした着地型旅行の商品造成やスマートフォンを利用した

観光案内・説明システムを整備するとともに、上越妙高駅と直江津港を起点とする定期観光
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周遊バスについて、経路及び主要観光スポットでの停車時間を確保した運行形態に見直すな

ど、来訪者の利便性を向上させるための更なる環境整備に取り組んでまいります。 

また、インバウンドの推進に向けて、外国人旅行者用の観光ウェブサイトの機能及び内容

を充実するとともに、インバウンド推進協議会と連携して台湾等でのプロモーション活動を

展開するほか、既に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内の宿泊用コテ

ージに、公衆無線ＬＡＮを整備いたします。 

さらに、海外との経済面での交流を促進するため、上越商工会議所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するほか、海外友好都市との関連では、国際経済・文化

交流共同宣言から 20年を迎える中国・琿春市、韓国・浦項市との 3市交流事業やオーストラ

リア・カウラ市との交流事業など、これまで培ってきた絆をさらに深めてまいります。 

一方、市民の新たな交流の場となる（仮称）厚生産業会館の整備を着実に進めるとともに、

市民が地域の歴史を学ぶことができる歴史博物館としての位置付けの下、総合博物館の展示

リニューアル及び大規模改修工事の実施設計に着手するほか、現在、総合博物館に併設する

小林古径記念美術館について、古径の顕彰に加え、当市ゆかりの作家や美術品等を紹介する

市立美術館としての機能を持たせた上で、小林古径邸敷地内に新築するための基本設計を進

めてまいります。 

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年度に開館を予定す

る新水族博物館の建設工事に着手するとともに、直江津地区のまちの賑わい創出に向け、地

元の町内会や関係団体等が平成 27 年度に検討した土産品の商品開発や街なかの回遊性向上

に資する各種取組への支援を行ってまいります。 

また、新水族博物館の魅力向上を図る新たな取組として、当館の特色の一つであるマゼラ

ンペンギンについて、生息地の関係機関等との連携関係を構築し、飼育技術面での交流を図

るとともに、血統管理の観点から繁殖地との個体の交換も視野に入れた協力関係への深化を

目指すなど、日本一の飼育数を有する「ペンギンランド」の魅力と付加価値を高め、あわせ

て他の水族館との差別化を図ってまいります。 

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、東京オリンピック・

パラリンピックの機会を捉えたスポーツ交流の素地を整えてまいります。当市は、このほど

同大会のホストタウンとして国の第一次登録決定を受けたところであり、ドイツ体操競技の

事前合宿地に選定されるよう、官民一体となって招致活動に取り組むとともに、合宿の受入

施設ともなる（仮称）上越市体操アリーナの整備について、今後の競技力の向上やスポーツ

コンベンションの促進、また一定規模の大会開催も視野に入れ、引き続き検討を進めてまい

ります。あわせて、上越観光コンベンション協会と連携し、各種研究大会や学術会議、大規



- 8 - 

模なスポーツ大会などのコンベンション誘致に、引き続き取り組んでまいります。 

なお、既に当市への立地が決定した県立武道館につきましては、早期建設に向けた取組を

進めるとともに、施設周辺のインフラ整備を計画的に推進してまいります。 

 

続いて、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

分野における取組の概略を申し上げます。なお、三つの重点戦略の中で詳細にご説明した事

業につきましては、ここでは簡潔に申し上げさせていただきます。 

まず、「しごとづくり」の分野では、安定的で魅力の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、6次産業化の支援や、メイド・イン上越の取組の推進、

上越市創業支援ネットワークによる創業に関する総合的な支援を実施し、地域経済の強化に

取り組むとともに、観光関連の団体やまちづくり団体と連携した外国人観光客の誘客促進の

ほか、教育機関、事業者等との連携によるコンベンションの誘致など、交流人口の拡大を図

ってまいります。 

「結婚・出産・子育て」分野では、若い世代の皆さんの結婚・出産・子育ての希望を実現し

やすい環境を整えていくため、出産や子育てへの支援を拡充するとともに、男女共同参画の

視点も踏まえたワーク・ライフ・バランスの取組を推進するほか、子育て支援団体等との連

携の下、子育てを通じた地域の仲間づくりを進めることで、精神的、時間的にもゆとりをも

って子育てすることができる環境を整備し、あわせて子育てのしやすい環境が整っている当

市の魅力を広く発信してまいります。 

特に、子どもを産み育てたいと願う方々の思いを後押しするため、これまで 5 回を上限と

してきた不妊治療の治療費助成について回数の制限をなくし、さらに助成率及び上限額も引

き上げるなど、支援制度を拡充することといたしました。あわせて、子育て世帯の経済的負

担の更なる軽減を図るため、子ども医療費の助成対象を、本年 9 月から入院、通院ともに高

校卒業相当の年齢まで拡充してまいります。 

また、新たな取組として、妊娠中又は子育て中の方へ、予防接種や各種健診の日程など、

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」のサービスを開始いたします。 

「まちの活性化」分野では、人口減少社会にあっても当市が持続可能な地域社会を形成・

維持し、地域間での活発な連携が行われていくことを目指して、城下町高田の歴史・文化や

新水族博物館などを活用した中心市街地の都市機能と魅力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を確保するなど、当市の個性をバランスよく生かした
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特色ある地域づくりを進めてまいります。 

また、新たに、農山村の暮らしを支える機能の確保に向けて、就農を志す人を当市に呼び

込み、定住につなげていくための取組として、農業体験時の宿泊費等の補助や新規就農者へ

の住居費の助成、また、独立して農業を始める際の農業用機械の購入などに係る補助金等を

新設し、国の青年就農給付金等の活用とあわせて、農業のお試し体験から農業法人等での研

修、就農まで一貫した支援制度を構築することで、当市の基幹産業の一つである農業の担い

手を確保し、ひいては地域の活力へとつなげてまいります。 

「ＵＩＪターンとまちの拠点性」分野では、当市への多様な人の流れを顕在化していくこ

とを目指し、現在、ふるさと暮らし支援センターで取り組んでいる移住希望者への情報発信

と相談対応を継続するとともに、事業者の皆さんの協力を得ながらインターンシップ受入の

拡充を図るほか、フェイスブックやホームページを活用して、進学等で当市を離れた若者へ

就職情報等を発信してまいります。 

さらに、若者世代の定住人口を維持していくための新たな取組として、公共交通機関を利

用して市外の大学等へ通学する学生を対象に奨学金の貸付を行うとともに、卒業後に市内の

企業等へ就職した際は、返還額の 3 分の 2 を免除する奨学金制度を設けることといたしまし

た。 

 

以上、これら市の取組に加え、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ていくことが何より肝要でありますことから、民間団体や企業の皆

さんによる意欲的かつ先駆的な事業を後押しする「地方創生推進事業補助金」を新たに設け、

その取組を支援することとしたところであります。 

 

最後に、地方創生加速化交付金を活用し、平成 27年度補正予算案として提案します取組を、

あわせてご説明いたします。 

国は、平成 27年度補正予算で本交付金を創設し、地方自治体が地方版総合戦略に基づき実

施する先駆的な取組を支援するといたしました。これを受け、当市では、「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

マでの事業を申請したところであります。 

「城下町高田の歴史・文化をいかした『街の再生』」につきましては、昨年度の高田開府 400

年という大きな歴史的節目を経た中で、今日に至るも江戸時代の城下町の町割りを残すとと

もに、様々な都市機能が集積している高田市街地が、日本一の長さの雁木通りと魅力的な空

間を持った町家、寺町寺院群などの歴史・文化の宝庫であることに改めて着目し、そこに受
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け継がれている有形・無形の資産を当市の大きなまちの力として活用する事業であります。 

本事業につきましては、町家を活用した大学生用のシェアハウス整備を通じた街なか居住

促進の社会実験や、雁木や町家などを生かした地域住民によるイベントの拡大、近年全国的

にも注目が高まっている高田世界館を核とした誘客促進など、優れた歴史・文化資産を生か

しながら、定住人口の維持・確保と交流人口の拡大につなげていく取組であります。 

また、「雪室・利雪による地域産業イノベーション」につきましては、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し、「雪」を生かした地域産品の高付加価値化と

地域ブランド化を進めていくことで、当市ならではの新たな仕事づくりや、所得向上につな

げていくことを目指す事業であります。 

本事業では、園芸作物の生産拡大と雪だるま財団が有する雪冷熱エネルギーの利用技術を

活用した地域産品のブランド化やマーケティングの取組、さらには「見せる雪室」など観光

面への展開も視野に入れた取組を進めてまいります。 

これら二つのテーマに基づく取組につきましては、いずれも当市ならではの地域資源を分

野横断的に活用し、地域経済の活力を高めていくものであり、地域を挙げた地方創生の取組

をけん引する重要な事業として、多彩なアイデアと熱意を持った市民、事業者の皆さんとの

協働により展開してまいります。 

 

以上、第 6 次総合計画で掲げる三つの重点戦略及びまち・ひと・しごと創生総合戦略で位

置付ける取組を基軸としながら、選ばれるまち・住み続けたいまちづくりを着実に推進して

まいります。 

 

続いて、行政改革の取組状況と今後の財政見通しについてであります。 

行政改革につきましては、平成 27 年度から 30 年度までを計画期間とする第 5 次行政改革

大綱及び同推進計画に基づき、事務事業の見直しや公の施設の再配置など、42の取組を引き

続き推進してまいります。 

このうち、事務事業の見直しにつきましては、計画期間内に実施を予定する 1,640 事業を

対象に、全庁を挙げて実施した事務事業の総点検の最終評価を踏まえ、571事業の改善・廃止

等を進めているところであります。 

また、公の施設の再配置につきましては、公の施設の再配置計画に基づき、約 820 の公の

施設について概ね 1 割の再配置を行うことを目指し、取組を進めるとともに、今年度策定が

完了する公共施設等総合管理計画に基づき、道路や上下水道などのインフラ資産を含む全て

の公共施設等を対象に老朽化対策等を推進してまいります。 
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関連の取組につきましては、新年度におきましても、市民や関係団体等の皆さんへの丁寧

な説明と議論を重ねる中で、ご理解いただくよう意を用いますとともに、検証と必要な見直

しも加えながら着実に推進してまいります。 

一方、直近の財政状況を俯瞰いたしますと、平成 26年度決算では主な財政指標が改善した

ところでありますが、今後の見通しにおいては、普通交付税が段階的に縮減する影響等から、

平成 28年度以降は歳出が歳入を上回る状況が続くとする第 2次財政計画の基調は、現時点で

は変化はないものと認識しております。また、財政調整基金の今年度末残高は 146 億円余り

と見込んでおり、計画を上回る額を確保しているものの、経常一般財源である普通交付税の

減額による財政構造の硬直化の進行と、あわせて標準財政規模の縮小による実質公債費比率

や将来負担比率の上昇も懸念されるところであります。今後は財政指標の一定の悪化を想定

しつつ、財政調整基金の残高及び市税や地方交付税など主要一般財源の動向を注視しながら、

計画的な財政運営を行っていくことが肝要と考えております。 

このような認識の下、平成 28年度予算の編成に当たっては、徹底した経費の削減と更なる

自主財源の獲得に向けた取組を講じつつ、教育、福祉、子育てなど市民の生活を支える基礎

的な行政サービスをしっかりと確保しながら、地方創生の取組を始め、将来に向けた価値あ

る投資を織り込んだところであります。 

 

それでは、平成 28年度予算について、各会計の概要をご説明いたします。 

〇 まず、議案第 1号は、平成 28年度上越市一般会計予算であります。 

歳入歳出の予算規模は、1,132億 7,919万円（以下、万円未満省略）であり、前年度当初

予算に比べて 103億 1,318万円、10.0％の増となっております。 

これは、制度融資預託金が約 10 億円、積立金が約 12 億 4 千万円、それぞれ減少する一

方で、新クリーンセンターや新水族博物館を始め、文教・体育施設の建設がピークを迎え

ることから、普通建設事業費が約 125 億 7 千万円増加することが主な要因となっておりま

す。 

また、歳入歳出同額を計上し、年度間において変動する要素の大きい制度融資預託金及

び市債借換えに伴う償還元金を除いた実質的な予算規模は 1,050 億 3,619 万円で、前年度

当初予算に比べて 107億 5,427万円、11.4％の増となっております。 

さらに、国の補正予算に呼応した平成 27 年度補正予算と、平成 28 年度当初予算とを合

算した実質的な予算規模は 1,061億 5,136万円となり、前年度のいわゆる 15か月予算との

比較では 111億 5,356万円、11.7％の増となっております。 
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それでは、主な事業を中心にその概要を申し上げます。 

まず、歳入についてであります。 

歳入の根幹を成す市税は、前年度当初予算とほぼ同額の総額 299 億 212 万円を計上いた

しました。以下、主な税目ごとに、現年課税分の概要を前年度対比でご説明いたします。 

個人市民税は、総所得金額の減少が見込まれることから、2.1％減の 85 億 4,059 万円を

計上いたしました。 

法人市民税は、大手製造業を中心に経常利益の増加が見込まれることから、4.8％増の 26

億 7,417万円を計上いたしました。 

固定資産税は、土地では、地価下落により 1.2％減の 37億 9,788万円を、家屋では、新

築・増築家屋の増加により 2.6％増の 53億 3,465万円を、また、償却資産では、北陸新幹

線開業に伴う新規課税が生じる一方、既存設備の減価償却により 2.3％減の 62億 8,098万

円を、それぞれ計上いたしました。 

軽自動車税は、税率引上げの影響に加え、軽四輪乗用車の増加傾向が引き続き見込まれ

ることから、18.2％増の 6億 241万円を計上いたしました。 

市たばこ税は、旧三級品たばこの税率引上げの影響に加え、消費税率引上げ前の駆け込

み需要が見込まれることから、0.6％増の 12億 7,238万円を計上いたしました。 

地方譲与税及び地方消費税交付金は、地方財政対策の伸び率等を基に、それぞれ、6.6％

増の 10億 600万円、15.9％増の 40億 6,210万円を計上いたしました。 

地方交付税は、6.5％減の 229億 5,600万円であります。このうち普通交付税は、基準財

政需要額の包括算定経費及び地域経済・雇用対策費の減少が見込まれるとともに、合併特

例措置の段階的縮減が 2年目となり、一本算定額と合併算定額との差額の 30％が減額とな

ることなどから、前年度当初予算比で 7.5％減の 198 億 6,900 万円を計上いたしました。

また、特別交付税は、地方財政対策の伸び率等を基に、0.3％減の 30 億 8,700 万円といた

しました。 

分担金及び負担金は、私立保育所利用者負担金の増などにより、1.2％増の 6億 8,414万

円を、使用料及び手数料は、指定管理者制度に移行した牧湯の里深山荘に係る使用料及び

公立保育所使用料の減などにより、0.8％減の 24億 4,277万円を計上いたしました。 

国庫支出金は、新クリーンセンター、新水族博物館及び（仮称）厚生産業会館などの整

備費補助金の増などにより、40.0％増の 157億 2,426万円を計上いたしました。 

県支出金は、地域密着型施設整備事業費補助金、参議院議員通常選挙及び新潟県知事選

挙委託金の増などにより、5.1％増の 64億 4,439万円を計上いたしました。 

財産収入は、土地売払収入など、4億 5,661万円を計上いたしました。 
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繰入金は、第三セクター等改革推進債の繰上償還に充てるため、減債基金からの繰入額

が増となること、また、普通交付税の段階的縮減等に伴い不足する財源を財政調整基金で

補うことから 25億 2,814万円を計上いたしました。 

なお、財政調整基金につきましては、平成 27年度決算剰余見込額の 2分の 1に相当する

1億円を積み立てることとし、平成 28年度当初予算の時点では、年度末残高を約 131億円

余りと見込むものであります。 

繰越金は、前年度の実質収支の見込額 2億円であります。 

諸収入は、貸付金の元利収入の減を見込んだことから、11.5％減の 80億 4,743万円を計

上いたしました。 

市債は、臨時財政対策債を 5.0％減の 30億 5,940万円と見込むとともに、普通建設事業

費の増額に伴い合併特例債などが増加することなどから、全体では 73.7％増の 181億 1,692

万円を計上いたしました。市債残高につきましては、臨時財政対策債等を除く通常分の年

度末残高は、大規模な建設事業がピークを迎えたことにより、当初予算時点で 795億 8,289

万円となり、平成 27年度末残高見込みと比べて 39億 7,333万円増加することとなります。 

 

次に、歳出の概要について、前段で触れました重点戦略及び地方創生の関係事業以外で、

新規又は拡充を図る事業を中心に款を追ってご説明いたします。 

〇 議会費は、4億 2,612万円で 9.9％の減であります。 

議員報酬、政務活動費及び視察関係経費などの議会活動に必要な経費等を計上いたしま

した。 

〇 総務費は、156億 3,678万円で 10.4％の増であります。 

新幹線整備促進費では、北陸新幹線金沢・大阪間の早期延伸の実現に向けて、関係団体

と連携して要望活動を進めるとともに、並行在来線対策事業では、えちごトキめき鉄道や

ほくほく線、ＪＲ信越本線の利用促進及び利便性の向上について、新潟県や他の沿線自治

体、鉄道事業者等と連携して取組を推進するほか、投資・支援スキームに基づき、えちご

トキめき鉄道に対し経営の安定化に向けた支援を開始いたします。 

交通安全指導費では、警察署を始め関係団体と連携し、交通事故防止に向け、未就学児

から高齢者まで各世代に応じた交通安全教育と啓発活動に取り組むとともに、現行の第 9

次交通安全計画の期間が平成 28 年度で終了することから、その検証を踏まえて第 10 次計

画の策定に取り組んでまいります。 

情報システム事業では、社会保障・税番号制度に関係するシステム改修が完了したこと

から、今後は、平成 29年 7月に予定される情報提供ネットワークシステムを利用した情報
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連携の開始に向け、情報セキュリティの確保に万全を期する中で、システム連携テストや

国全体での総合運用テストを実施し、制度の本格的運用に向けた準備を進めてまいります。 

男女共同参画事業では、引き続き男女共同参画意識の醸成に努めるとともに、ワーク・

ライフ・バランスの推進や自身が希望するライフプランの実現に向けた自分磨きを応援す

る講座を開催するなど、男女が共に自分らしく活躍できるよう支援してまいります。 

地域協議会費では、本年 4 月に新しい委員の任期がスタートすることから、委員を対象

とした研修機会を充実するほか、自主的審議が活発に行われるよう地域との意見交換の開

催を促すなど、地域協議会の一層の活性化に向けた取組を進めます。 

〇 民生費は、279億 1,438万円で 1.1％の増であります。 

臨時福祉給付金給付事業では、消費税率引上げによる影響を緩和するため、国の施策に

基づく低所得者への給付を実施するとともに、賃金引上げの波及効果が及びにくい低所得

の障害・遺族基礎年金受給者を支援するため、新たに年金生活者等支援臨時福祉給付金の

支給を行います。 

障害福祉費では、障害者の生活の場であるグループホームの整備を予定する事業所に対

して、施設整備費の助成を行うとともに、医療的ケアが必要な在宅で暮らす重度の障害の

ある人が、緊急的な事情等により介護する人が不在となる場合などに、一時的に利用する

ことができる病床をさいがた
・ ・ ・ ・

医療センター内に確保するなど、在宅介護への支援の充実を

図ります。 

老人福祉費では、引き続き高齢者の生きがい・居場所づくりの推進と生活を支援するサ

ービスの提供に努めるとともに、介護予防の推進に取り組んでまいります。 

同和対策事業費では、引き続き市職員の研修を行い、人権意識の更なる浸透を図るとと

もに、市民セミナーの開催等を通じて、差別を許さない人権感覚の普及と差別解消への意

識が高まるよう取り組んでまいります。 

保育所運営費につきましては、保護者の就労形態や保育ニーズの多様化に対応するため、

延長保育や一時預かり、未満児保育などの多様な保育サービスを提供するとともに、私立

保育園の運営を支援し、児童が安心して保育を受けられる環境を確保してまいります。 

また、保育園の再配置等に係る第 2 期の計画に基づき、引き続き吉川区における新保育

園を始めとした施設整備事業を進めてまいります。 

病児保育・子育てひろば運営事業では、病児・病後児保育の利用対象児童を小学 6 年生

まで拡充するとともに、がんぎ通り保育室を福祉交流プラザ内に移転し、利用者の利便性

の向上を図ります。 

ひとり親家庭等の支援につきましては、ひとり親が仕事と子育てを両立しながら経済的
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に自立できるよう、国の補助制度を積極的に活用し、就業支援を拡充するとともに、国の

施策に基づき、児童扶養手当について第 2子以降の加算額を増額して支給いたします。 

児童養護施設若竹寮では、平成 29年度に予定する指定管理者制度への円滑な移行を図る

ため、市と指定管理者との共同養育を実施いたします。 

〇 衛生費は、157億 1,330万円で 98.0％の増であります。 

骨髄移植ドナー支援事業では、骨髄等を提供した人及び提供者の勤務先を対象に新たな

助成制度を設け、骨髄移植への理解を深めるとともに協力しやすい環境づくりを推進し、

骨髄バンクへのドナー登録者の増加を図ってまいります。 

健康づくりの推進につきましては、妊婦一般健康診査に係る公費助成を拡充するほか、

様々な世代での健康診査を実施するとともに、市内事業所及び全国健康保険協会新潟支部

と連携し、健診結果に基づくハイリスク者を中心に生活習慣病予防のための訪問指導を充

実するなど、生涯を通じた健康づくりの体制を強化してまいります。 

斎場につきましては、上越斎場の老朽化を踏まえ、引き続き市全域における今後の斎場

のあり方について検討してまいります。 

また、新クリーンセンターの整備につきましては、平成 29 年 10 月の供用開始に向け、

廃棄物処理施設の最重要部分となる焼却炉等の設備工事に着手いたします。 

〇 労働費は、5億 5,088万円で 18.7％の減であります。 

労働諸費では、引き続き職業能力開発への支援や職業意識の醸成を図る取組を進めると

ともに、働くことや自立に悩みを抱える若年者に対する支援に努めてまいります。 

〇 農林水産業費は、50億 9,828万円で 2.8％の減であります。 

園芸振興事業では、産地化を進めている園芸品目の安定的な生産と品質向上に必要な機

械及び施設の整備を支援するとともに、稲作経営体等の所得確保のため、水田の高度利用

を推進し、園芸の導入と生産拡大を支援してまいります。 

中山間地域等活性化対策事業では、中山間地域の農業の維持と農地の保全を図るため、

日本型直接支払制度の活用を促進するなど、農業生産活動の維持に必要な労働力の確保や

農業者の所得の向上に向けた取組を推進いたします。 

担い手育成確保支援事業では、人・農地プランの見直しや農地中間管理事業の活用を推

進し、担い手への農地集積と新規就農者の育成・確保を図るほか、農業生産活動に必要な

機械整備の支援など総合的な取組を実施してまいります。 

土地改良事業では、意欲ある経営体の確保・育成と生産条件の改善を図るため、県営経

営体育成基盤整備事業による農地の大区画化を推進するほか、農地環境整備事業、農地耕

作条件改善事業など国県の制度を活用しながら、中山間地域の農地、農業用施設の維持、
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整備に努めてまいります。 

〇 商工費は、76億 9,756万円で 8.1％の減であります。 

中小企業支援では、事業者による円滑な事業承継を促進するため、セミナーの開催等を

通じて事業継承に関する知識の普及と意識の醸成を図るとともに、専門家による相談体制

の構築に取り組みます。 

また、地域商業活性化事業補助金制度に特別枠を新設し、固定客の確保や売上の維持向

上に取り組む商工団体等を支援するほか、各種制度融資の特例措置を引き続き実施するな

ど、経営の安定化と事業の継続を支援してまいります。 

このほか、平成 29年 4月に予定される消費税率引上げを見据え、地域経済の底上げと中

小企業者による業績改善に向けた主体的な取組を支援するため、店舗等の改装に要する経

費を補助する制度を新たに創設いたします。 

中心市街地活性化対策事業では、直江津学びの交流館に近接する土地を取得し、不足す

る駐車場スペースを確保するとともに、あわせて直江津地区中心市街地の活性化に資する

土地利用の提案を募り、民間活力の導入を視野に入れた事業化を目指すものであります。 

観光面では、春日山城跡
じょうあと

に公衆無線ＬＡＮや多目的トイレを整備するなど、主要な観光

スポット及び観光施設の利便性を充実するとともに、地域資源を生かした各区の観光協会

の取組への支援を継続するほか、おもてなしを担う人材の育成と受入体制の強化を進めて

まいります。 

また、首都圏主要駅において四季を通じた当市の魅力をＰＲするとともに、越後上越上

杉おもてなし武将隊による観光客へのおもてなしや、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放映を

契機とした上田市との観光連携及びＪＲ東日本とのタイアップ事業などを通じて、広域的

かつ効果的な情報発信とプロモーションを進めてまいります。 

〇 土木費は、114億 271万円で 3.9％の増であります。 

道路整備につきましては、道路整備計画に基づき、生活関連道路の整備を計画的に実施

するとともに、交通ネットワークの構築に向けて、都市計画道路東城町脇野田線や黒井藤

野新田線の整備を着実に進めてまいります。 

橋梁維持につきましては、長寿命化対策の一環として橋梁の点検と修繕工事を実施する

とともに、震災発生時における緊急輸送路を確保するため、主要幹線である春日山橋及び

稲田橋の耐震化工事を進めるほか、老朽化した橋梁の架替工事を実施するなど、道路交通

ネットワークの安全性を確保してまいります。 

除雪費につきましては、消融雪施設整備計画に基づき、老朽化した消雪パイプなどを更

新するほか、効率的な除雪体制を維持するため、除雪車の更新を行い、冬期間の道路交通
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の確保に努めてまいります。 

住宅リフォーム促進事業につきましては、地域経済の活性化と住環境の改善を図るため、

個人住宅のリフォーム工事に対し、引き続き補助金を交付いたします。 

〇 消防費は、28億 179万円で 2.5％の増であります。 

常備消防費では、地域の救急業務及び消防業務等を担う上越地域消防事務組合の活動に

要する経費を負担し、市民の生命、財産を守るとともに、災害時における迅速かつ的確な

対応を確保してまいります。なお、同事務組合では、平成 27年度に実施した消防力適正配

置調査の結果に基づき、消防施設整備計画の見直しなどを進めることとしております。 

災害対策費では、土砂災害ハザードマップを作成・配布し、市民から危険か所の把握や

避難訓練等に活用いただくなど、災害被害の未然防止と軽減を図る取組を進めるとともに、

平成 28年度中に、国が管理する河川の新たな浸水想定及び県の新たな津波浸水想定の公表

が予定されることから、これを踏まえ、改めて津波避難対策に係る基本調査を実施するほ

か、避難所や津波・洪水ハザードマップの見直しも進めてまいります。 

災害対策企画費では、原子力災害時の広域避難をめぐる諸課題の解消に向け、国や県、

関係市町村等とともに具体的検討を進めるなど、実効性の高い避難体制の確立に努めてま

いります。 

〇 教育費は、108億 6,920万円で 2.3％の増であります。 

学校教育では、確かな学力の定着と生きる力を高める教育を推進するとともに、児童生

徒一人ひとりの特性や教育的ニーズに応じたきめ細かな対応ができるよう、引き続き教育

補助員や介護員等の配置、ＬＤ通級指導教室の開設など、インクルーシブ教育システムの

理念に基づく合理的配慮の充実とすこやかな学びの保障に努めてまいります。 

また、不登校の児童生徒がフリースクール等を利用する経費の一部を補助することによ

り、学校への復帰と自立に向けた支援を進めてまいります。 

春日新田小学校の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業では、平成 30年 4月の開校に向

け、校舎及び体育館の新築工事を行うとともに、小学校統合実行委員会と連携し、校歌や

校章の制定など、開校に向けた準備を進めてまいります。同じく、浦川原区小学校統合事

業では、平成 29年 4月の開校に向け、下保倉小学校の校舎等の改修を行うとともに、各小

学校の閉校に係る諸行事等を支援してまいります。 

社会教育では、学習活動を通じて地域を担う人づくりを推進するため、行動する人づく

り、地域づくりに力点を置いた事業を展開するとともに、美術・芸術文化などの生涯学習

の成果発表の場等を提供してまいります。 

文化財の保護では、釜蓋遺跡において考古学を専攻する大学生等による発掘調査を引き
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続き実施することで、新幹線駅前で発掘が進む当遺跡の立地特性を生かしながら、遺跡の

謎の解明と魅力の発信に努めてまいります。 

スポーツ活動の推進では、「体育・スポーツ振興に関する協定」を締結した日本体育大学

と連携し、講師派遣によるジュニア層への技術指導や指導者クリニックを実施するほか、

同大学が所有する体育施設や合宿所を活用した合同練習の機会を設けるなどの協力をいた

だきながら、有力選手の競技力の向上につなげてまいります。 

体育施設につきましては、市民が安全かつ快適にスポーツ活動に取り組むことができる

よう、施設の安全確保と機能維持を図るほか、高田公園陸上競技場や教育プラザ体育館等

の改修や設備の充実に取り組んでまいります。 

〇 災害復旧費は、2,976万円で 55.9％の増であります。 

融雪災害や豪雨災害等で被災した農地、農業用施設及び林業用施設の速やかな復旧に努

めてまいります。 

〇 公債費は、150億 3,837万円で 7.1％の増であります。 

定時償還元金は 111億 6,021万円、第三セクター等改革推進債の繰上償還金は 8億 1,027

万円、借換えに伴う償還元金は 19億 5,682万円を計上いたしました。 

〇 債務負担行為は、新水族博物館整備事業及び北本町保育園整備事業など、新たに 11件を

設定するものであります。 

〇 地方債は、歳入予算に計上した市債と同額の限度額を設定するものであります。 

 

一般会計は、以上であります。 

続きまして、特別会計の予算についてであります。 

 

〇 議案第 2号は、平成 28年度上越市国民健康保険特別会計予算であります。 

予算規模を 2.5％減の 225億 5,240万円といたしました。 

保険給付費につきましては、被保険者数の減少などから、前年度当初予算に対して 1.7％

減を見込みました。また、国民健康保険税につきましては、財政調整基金や繰越金を活用

し、適用税率を現行どおり据え置くことといたしました。 

 

〇 議案第 3号は、平成 28年度上越市診療所特別会計予算であります。 

予算規模を 1.0％増の 5億 5,253万円といたしました。 

各診療所がそれぞれの地域に密着し、安心して受診できる医療機関としての役割を果た

すことで地域医療の確保と充実を図るとともに、引き続き安定運営に努めてまいります。 
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〇 議案第 4号は、平成 28年度上越市索道事業特別会計予算であります。 

予算規模を 10.6％増の 4,957万円といたしました。 

金谷山スーパーボブスレーを安全に、また安心してご利用いただくため、滑走機の半数

を更新するとともに、ボブスレーコース材の交換工事を実施するほか、リフト及びスーパ

ーボブスレーの運行に要する経費を計上いたしました。 

 

〇 議案第 5号は、平成 28年度上越市下水道事業特別会計予算であります。 

予算規模を 2.0％減の 112億 3,735万円といたしました。 

引き続き汚水管渠の整備を進めるとともに、浸水被害の軽減に向けて春日山町及び下源

入地区の雨水管渠並びに御殿山雨水幹線の整備を進めてまいります。 

また、下水道センターと管路施設の長寿命化対策及び維持管理費の節減を図る消化ガス

発電設備工事を進めるほか、下水道事業経営の透明性確保と経営基盤強化のため、公営企

業会計の適用に向けた資産調査を実施いたします。 

なお、平成 28年度末の整備面積は 3,595.8ha、全体計画区域における人口ベースの進捗

率は 79.7％となる見込みであります。 

 

〇 議案第 6号は、平成 28年度上越市農業集落排水事業特別会計予算であります。 

予算規模を 1.5％減の 24億 9,654万円といたしました。 

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施設の長寿命化を図り、農

村地域の生活環境及び公衆衛生の保全に努めてまいります。 

 

〇 議案第 7号は、平成 28年度上越市介護保険特別会計予算であります。 

予算規模を 0.9％増の 229億 6,498万円といたしました。 

保険給付費は、高齢者人口は増加しているものの要介護認定者数は横ばい傾向にあるこ

とから、前年度当初予算と比較して 0.5％の増を見込むことといたしました。 

第 6 期介護保険事業計画に基づき、重度の要介護状態への移行を未然に防止するための

施策として、引き続き個別訪問型の介護予防事業に取り組むとともに、高齢者の通いの場

を通じた居場所づくりと元気な高齢者の活動の場の創出及び地域支え合い体制の拡充など、

上越市版の地域包括ケアシステムの構築を進めてまいります。 

 

〇 議案第 8号は、平成 28年度上越市地球環境特別会計予算であります。 

予算規模を 11.7％減の 7,369万円といたしました。 
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風力発電施設について、再生可能エネルギーの利用促進及び稼働率向上による売電収入

の安定確保に向けて、適切な管理運用に努めてまいります。 

 

〇 議案第 9号は、平成 28年度上越市新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計予算であり

ます。 

予算規模を 8.4％減の 9億 835万円といたしました。 

上越妙高駅の東側区域について、引き続き都市計画道路薄袋荒町線等の道路築造や宅地

整地などの工事を進めてまいります。 

 

〇 議案第 10号は、平成 28年度上越市浄化槽整備推進事業特別会計予算であります。 

予算規模を 4.2％増の 1,145万円といたしました。 

市が設置した浄化槽の維持管理を適切に行うことにより、生活環境及び公衆衛生の保全

に努めてまいります。 

 

〇 議案第 11号は、平成 28年度上越市後期高齢者医療特別会計予算であります。 

予算規模を 3.1％減の 17億 6,689万円といたしました。 

保険料につきましては、保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合において、平成 29

年度まで据え置くこととしております。引き続き広域連合と連携を図りながら、被保険者

に対するきめ細かな対応と円滑な運営に努めてまいります。 

 

〇 議案第 12号は、平成 28年度上越市病院事業会計予算であります。 

上越地域における回復期、慢性期医療の中核を担う上越地域医療センター病院では、リ

ハビリテーション事業のほか訪問看護事業や居宅介護支援事業の取組による在宅医療支援

の強化と、医療・介護の連携及び地域医療体制の充実を図り、市民生活の安全・安心の確

保に努めております。 

こうした中、国が進める医療と介護の一体的な改革に伴い、上越地域医療センター病院

にあっては、上越二次保健医療圏域内における役割の明確化が求められる一方、施設の老

朽化などへの対応も必要となっていることから、平成 27年度に行った病院の経営状況分析

などの結果も踏まえ、平成 28年度は、引き続き上越地域においてセンター病院が担う医療

機能や病床数など今後のあり方について、専門家の知見等を得ながら具体的な検討を進め

ることとしております。 

予算の概要につきましては、収益的収入では 1.4％増の 26億 2,710万円を、収益的支出
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では 1.7％増の 26億 2,472万円をそれぞれ計上いたしました。 

また、資本的収入では 20.6％増の 1 億 5,727 万円を、資本的支出では 12.9％増の 2 億

7,268 万円を計上し、不足する 1 億 1,540 万円は内部留保資金で補てんすることといたし

ました。 

 

特別会計を含む新年度予算等の説明は、以上であります。 

 

次に、新年度からの行政組織について申し上げます。 

今回の見直しは、施設の新築・大規模修繕などの実施に当たり、専門職の集約を通じた業

務効率の改善や、設計経験やノウハウの組織的蓄積と活用、検討体制を一元化するため、建

築住宅課内に「営繕室」を設置するものであります。 

 

続きまして、補正予算案件についてご説明申し上げます。 

〇 議案第 17号は、平成 27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 9 億 826 万円を追加し、予算規模を 1,064 億 5,327 万円とするもの

であります。 

今回の補正では、地方創生加速化交付金を始めとした国の補正予算を最大限に活用し、

先ほどご説明いたしました「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づく取組を始

め、農業経営の維持・安定・体質強化を図るために必要な経費などを計上したほか、決算

見込み等に基づき予算を整理するものであります。 

また、人件費につきまして、特別職の国家公務員の給与改定に準じて、議会議員及び特

別職に係る期末手当の支給月数を引き上げるほか、人事院勧告及び新潟県人事委員会の勧

告に準じて一般職の給料月額及び勤勉手当の支給月数を引き上げるなどの給与改定を実施

し、これを平成 27 年 4 月に遡って適用することによる影響分を補正するものであります。 

歳入では、収入見込みに基づき市税や国庫支出金等の補正を行うものであります。 

 

それでは、歳出予算から款を追って主な補正内容をご説明いたします。なお、地方創生

加速化交付金を活用して実施する事業及び人件費に係る説明は、ここでは省略させていた

だきます。 

〇 総務費は、26億 6,322万円の増額であります。 

減債基金積立金は、土地開発公社から代物弁済により取得した流通業務団地の土地の一

部について、平成 27年度内の契約が見込まれることから、土地売払収入を減債基金に積み
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立てるほか、土地売払収入見込額にあわせて予算を整理するものであります。 

（仮称）厚生産業会館建設事業及び新水族博物館整備事業では、社会資本整備総合交付

金の配分額にあわせて財源の組替えを行うとともに、決算見込みに基づき予算を整理する

ほか、新水族博物館整備事業につきましては、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。 

情報システム事業では、決算見込みに基づき予算を整理するとともに、平成 29年 7月か

ら始まるマイナンバーを利用した国や他市町村等との情報連携に向け、情報セキュリティ

の強化を図るほか、通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金が増額とな

ったことから、所要の経費を増額するものであります。 

このほか、交通安全施設費を始めとした各事業について、決算見込みに基づき予算を整

理するものであります。 

〇 民生費は、3,316万円の増額であります。 

介護給付・訓練等給付事業などについて、決算見込みに基づき予算を整理するとともに、

国の施策に基づき、賃金引上げの波及効果が及びにくい低所得の高齢者に対する適切な配

慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として年金生活者等支援臨時福祉給付金を給付する

ほか、高齢者の地域支え合い事業の活動拠点の整備や介護施設における介護ロボット導入

への助成に要する経費を増額するものであります。 

〇 衛生費は、4,137万円の減額であります。 

生活排水対策事業などについて、決算見込みに基づき予算を整理するほか、国の補正予

算を活用し、高齢者の地域支え合い事業の拠点として使用する保健センターの改修に要す

る経費を増額するものであります。 

〇 労働費は、1,910万円の減額であります。 

労働諸費は、勤労者住宅建築資金の貸付けに係る預託額が確定したことから予算を整理

するものであります。 

〇 農林水産業費は、1億 4,109万円の減額であります。 

自然循環型農業推進事業などについて、決算見込みに基づき予算を整理するほか、国の

補正予算を活用して、経営発展に必要な農業用機械等導入への支援に要する経費を増額す

るとともに、県営土地改良事業の前倒しに伴う市の負担金を増額するものであります。 

〇 商工費は、7億 9,193万円の減額であります。 

中小企業融資支援事業などについて、決算見込みに基づき予算を整理するものでありま

す。 

〇 土木費は、3億 8,170万円の減額であります。 
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新幹線新駅周辺整備事業などについて、決算見込みに基づき予算を整理するほか、社会

資本整備総合交付金の配分額の見直しなどに伴い、平成 28年度に予定していた道路整備等

の一部を前倒しして実施する経費を増額するものであります。 

〇 消防費は、4,143万円の減額であります。 

常備消防費などについて、決算見込みに基づき予算を整理するものであります。 

〇 教育費は、2億 9,113万円の減額であります。 

小中学校の耐震補強事業や大規模改造事業などについて、決算見込みに基づき予算を整

理するとともに、平成 27年度から子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園等の安定運

営を支援するため、運営費補助金を増額するほか、国の補正予算を活用し、高齢者の地域

支え合い事業の拠点として使用する公民館の整備に要する経費などを増額するものであり

ます。 

また、（仮称）上越市体操アリーナについて、東京オリンピック・ドイツ体操競技に係る

ホストタウンの第一次登録決定を受け、事前合宿地の招致を想定するとともに、今後の競

技力の向上やスポーツコンベンションの促進も見据える中で、施設の機能及び規模を見直

すこととし、設計委託料を増額するものであります。 

〇 公債費は、8,173万円の減額であります。 

市債及び一時借入金の借入実績にあわせて予算を整理するものであります。 

 

次に、歳入の主なものについて、ご説明いたします。 

〇 市税は、12億 881万円の増額であります。 

個人市民税で、公的年金所得者に係る課税額が当初見込みを下回ったことなどから 7,040

万円を減額する一方、法人市民税は、大手製造業などの企業業績が当初予測を上回る見込

みとなったことから 8 億 7,670 万円を、固定資産税は、償却資産の新規投資分が当初見込

みを上回ったことなどから 3 億 3,289 万円を、市たばこ税は、たばこの消費本数が当初見

込みを上回ったことから 5,933万円を、それぞれ増額するものであります。 

〇 自動車重量譲与税、利子割交付金、配当割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交

付金は、それぞれの交付見込みにあわせて増額するほか、特別とん譲与税は、同じく交付

見込みにあわせて減額するものであります。 

〇 地方交付税は、普通交付税の追加交付決定にあわせて増額するものであります。 

〇 分担金及び負担金は、事業の決算見込みにあわせて整理するものであります。 

〇 使用料及び手数料は、事業系廃棄物処理手数料などを決算見込みにあわせて整理するも

のであります。 
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〇 国庫支出金及び県支出金は、各補助金等の交付見込額にあわせて整理するものでありま

す。 

〇 財産収入は、土地売払収入などを決算見込みにあわせて整理するものであります。 

〇 寄附金は、篤志家などからの寄附金を増額するものであります。 

〇 繰入金は、特定目的基金からの繰入金を減額するものであります。 

〇 諸収入は、中小企業向け制度資金等に係る預託金の額の確定に伴う貸付金収入などを減

額するものであります。 

〇 市債は、各事業費の決定等にあわせて整理するものであります。 

 

なお、補正予算の収支の均衡を図るため、財政調整基金への積立金を 23億 7,704万円増額

するものであります。 

 

〇 第 2 表は、繰越明許費でありますが、年度内の完了が困難な見通しとなっている事業に

つきまして、繰越明許費を設定するものであります。 

〇 第 3 表は、債務負担行為の補正であります。公の施設の指定管理期間満了に伴い、新た

に平成 28年 4月 1日から指定管理者を指定する管理運営業務委託について、8件の債務負

担行為を設定するほか、予算整理にあわせて新水族博物館整備事業に係る債務負担行為を

一旦廃止するものであります。 

〇 第 4 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 18号から議案第 25号までは、平成 27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。一般会計と同様に、人件費において給与改定等に

よる影響分を含んでおりますが、ここでの説明は省略し、それ以外の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、保険基盤安定負担金及び財政安定化支援事業繰出金の交付

決定などにあわせて一般会計からの繰入金を増額するほか、予備費の増額により収支の均

衡を図るものであります。 

下水道事業特別会計では、消費税や汚水及び雨水管渠工事などについて、決算見込みに

あわせて予算を整理するほか、下水道法の改正に伴い平成 28年度に実施することとした下

水道事業計画の変更に係る経費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、消費税及び公債費などについて、決算見込みにあわせ
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て予算を整理するものであります。 

介護保険特別会計では、介護保険料収入が当初見込みを下回ることから減額するととも

に、保険給付費などについて、決算見込みにあわせて予算を整理するものであります。 

地球環境特別会計では、風力発電施設の修繕に伴う運転停止により不足が見込まれる売

電収入等を、一般会計繰入金で補てんするとともに、財源の組替えを行うものであります。 

新幹線新駅地区土地区画整理事業特別会計では、道路築造工事、ガス・水道管新設負担

金及び物件移転等補償料などについて、決算見込みにあわせて予算を整理するものであり

ます。 

後期高齢者医療特別会計では、保険基盤安定負担金の交付決定に伴い、後期高齢者医療

広域連合納付金を減額するほか、決算見込みにあわせて予算を整理するものであります。 

 

続いて、条例案件等についてご説明申し上げます。 

〇 議案第 29号は、上越市行政不服審査会条例の制定についてであります。行政不服審査法

の全部改正に伴い、新たに設置する審査会の組織及び運営並びに委員報酬について定める

とともに、情報公開及び個人情報保護に係る不服申立てについて行政不服審査会による処

理体制とするなど、所要の制定及び改廃を行うものであります。 

 

〇 議案第 30号は、上越市職員の退職管理に関する条例の制定についてであります。地方公

務員法の一部改正を受け、職員の退職管理の適正を確保するため、営利企業等に再就職し

た元職員による現職職員への働きかけの規制等を実施するため、必要な事項を定めるもの

であります。 

 

〇 議案第 31 号 上越市定住促進奨学基金条例の制定及び議案第 32 号 上越市定住促進奨学

金貸付条例の制定については、本市に居住し市外の大学等に通学する学生の通学費用を支

援し、将来にわたる定住を促すための奨学金基金を新たに設置するとともに、奨学金の貸

付について必要な事項を定めるものであります。 

 

〇 議案第 33号は、上越市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について

であります。消費者安全法の一部改正を受け、消費生活センターの組織及び運営に関する

事項並びに消費生活相談等により得られた情報の安全管理に関する事項を定めるものであ

ります。 
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〇 議案第 34 号から議案第 36 号までは、特別職の国家公務員の給与改定等を踏まえ、議会の

議員の報酬月額及び市長の給料月額を約 0.4％、副市長の給料月額を約 1.0％、教育長の給

料月額を約 0.3％、それぞれ引き上げるとともに、期末手当の支給月数を年間で 0.05 月、

それぞれ引き上げるものであります。  

 

〇 議案第 37 号 一般職の職員の給与に関する条例の一部改正は、新潟県人事委員会の勧告

に基づく給与改定等に準じて、一般職の職員に適用される給料表の給料月額を平均で約

0.4％、期末・勤勉手当の支給月数を年間で 0.1月引き上げるなど、所要の改正を行うもの

であります。 

 

〇 議案第 39 号から議案第 41 号までの職員の旅費に関する条例、職員の勤務時間、休暇等

に関する条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正は、地方公務員

法の一部改正に伴い、同法を引用する規定について所要の改正を行うものであります。 

 

〇 議案第 42 号 上越市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正は、地方公

務員法の一部改正に伴い、人事行政の運営の状況の報告事項に職員の人事評価の状況及び

職員の退職管理の状況を加えるほか、行政不服審査法の全部改正に伴い、不服申立てに係

る規定を整備するものであります。 

 

〇 議案第 43 号 職員の退職手当に関する条例の一部改正は、行政不服審査法の全部改正に

伴い、引用条項等を整備するものであります。 

 

〇 議案第 44号 職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に伴い、

引用条項を整備するものであります。 

 

〇 議案第 45 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、幼稚園・学校薬剤師の報酬額を改定するものであります。 

 

〇 議案第 46 号 上越市手数料条例の一部改正は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関

する法律の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請手数料等を定め

るほか、行政不服審査法の全部改正に伴い、審査庁による書類の写しの交付等に関する手

数料を定めるなど、所要の改正を行うものであります。 
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〇 議案第 47号 上越市駐車場条例の一部改正は、柿崎中央海岸駐車場の駐車料金について、

当市が海岸周辺に設置する他の駐車場の駐車料金が無料であることを踏まえ、これと均衡

を図るため当該駐車料金を無料とするものであります。 

 

〇 議案第 48 号 上越市市税条例の一部改正は、国による地方税分野における個人番号の利

用手続の見直しを受け、個人市民税及び特別土地保有税の減免申請書には個人番号の記載

を要しないこととするほか、行政不服審査法の全部改正に伴い、不服申立てに係る規定を

整備するものであります。 

 

〇 議案第 49 号 上越市固定資産評価審査委員会条例の一部改正は、行政不服審査法の全部

改正に伴い、地方税法に基づく審査の申出に係る手続を整備するものであります。 

 

〇 議案第 50 号 日本スキー発祥記念館条例の一部改正は、当市に伝わるスキー文化、スキ

ー産業の歴史等に関する調査研究や資料展示などを担う日本スキー発祥記念館に係る事務

について、総合博物館において一体的かつ効率的に行うこととし、同記念館の所管を教育

委員会へ移すものであります。 

 

〇 議案第 51 号 上越市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部改正、議案第 52 号 上越市指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正及び議案第 53 号 上越市指定介護予

防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正は、国の基準の一部改正等に伴い、

それぞれ関係する条例について所要の改正を行うものであります。 

 

〇 議案第 54 号 上越市妊産婦及び子どもの医療費助成に関する条例の一部改正は、妊産婦

及び子どもの医療費助成について、安心して子どもを産み育てることのできる環境を整え

るために行うものであることを条例の目的の中で改めて明確にするとともに、疾病の早期

発見と早期治療の促進及び子育て世帯の経済的負担を一層軽減するため、入院及び通院に

係る医療費助成の対象を高校卒業相当の年齢まで拡充するものであります。 

 

〇 議案第 55 号 上越市ファミリーヘルプ保育園条例の一部改正は、利用者の利便性の向上
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を図るため、昼間保育事業において、短時間の利用に対応する時間区分及び使用料を新た

に設定するものであります。 

 

〇 議案第 56 号 上越市カルチャーセンター条例の一部改正は、利用者の利便性の向上を図

るため、新たに小会議室を設置するなど施設の見直しを行うものであります。 

 

〇 議案第 57 号 上越市建築審査会条例の一部改正は、建築基準法の一部改正を受け、これ

まで同法で定められていた建築審査会の委員の任期を定めるものであります。 

 

〇 議案第 58 号 上越市営住宅条例の一部改正は、公営住宅等長寿命化計画に基づき、南新

町住宅 6 号棟及び安塚区の昭和住宅の供用を廃止するほか、市営賃貸住宅の入居期間に係

る規定を削るなど同住宅に係る規定を整備するものであります。 

 

〇 議案第 59 号 上越市立学校条例の一部改正は、地域住民の理解を得て、下保倉小学校、

末広小学校及び中保倉小学校を統合し、浦川原小学校とするものであります。 

 

〇 議案第 60 号 上越市立公民館条例及び上越市立図書館条例の一部改正は、第 5 次上越市

行政改革大綱及び同推進計画に定める上越市公の施設の再配置計画に基づき、一部の地区

公民館の機能を移転するなどの整理を行うとともに、高田図書館分室を公民館図書室とし

て位置付けるものであります。 

 

〇 議案第 61 号 上越市体育施設条例の一部改正は、第 5 次上越市行政改革大綱及び同推進

計画に定める上越市公の施設の再配置計画に基づき、柿崎三ツ屋浜ゲートボール場ほか 2

か所のゲートボール場の供用を廃止するとともに、清里スポーツ公園及び大潟体操アリー

ナの使用料を利用実態に合わせて整理するものであります。 

 

〇 議案第 62 号 上越市板倉保養センター条例の一部改正は、ゑしんの里やすらぎ荘の一部

の和室にトイレを設置することに伴い利用料金の上限額を改定するものであります。 

 

〇 議案第 63 号 上越市高齢者等肉牛飼育モデル事業基金条例の一部改正は、肉用牛の生産

基盤の維持及び強化並びに基金の更なる有効活用を図るため、借受者の要件を緩和するな

ど、制度の見直しを行うものであります。 
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〇 議案第 64 号 上越市市営土地改良事業賦課金等徴収条例の一部改正及び議案第 65 号 上

越市治山、林道事業分担金徴収条例の一部改正は、行政不服審査法の全部改正に伴い、不

服申立てに係る規定を整備するものであります。 

 

〇 議案第 66 号 上越市農村公園条例の一部改正は、農村公園について、指定管理施設から

市直営施設に移行するとともに、第 5 次上越市行政改革大綱及び同推進計画に定める上越

市公の施設の再配置計画に基づき 3 施設の供用を廃止するほか、新たに 2 施設の供用を開

始するものであります。 

 

〇 議案第 67 号から議案第 71 号までは、第 5 次上越市行政改革大綱及び同推進計画に定め

る上越市公の施設の再配置計画に基づき、それぞれの施設の供用を廃止するものでありま

す。 

 

〇 議案第 72 号は、上越市過疎地域自立促進計画の対象期間が平成 27 年度までとなってい

ることから、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、新たに平成 32年度までを対象期間と

する計画を策定するものであります。 

 

〇 議案第 73号は、県が牧区田島地内で実施する一般県道柳島信濃坂線道路改良事業に当た

り小字界が不明瞭な箇所があることから、住民の要望を受け、字を変更するものでありま

す。 

 

〇 議案第 74号は、土橋第一地区土地区画整理事業の実施に伴い、事業区域内の字を変更す

るものであります。 

 

〇 議案第 75 号及び第 76 号の市道路線の廃止及び認定は、町内会からの要望や民間開発に

伴う路線の見直しにより 7 路線を廃止するほか、終点変更による 1 路線と民間開発に伴い

整備された 3路線を認定するものであります。 

 

〇 議案第 77 号は、（仮称）吉川区新保育園新築工事について、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 議案第 78 号は、流通業務団地の分譲地 16,114.76 ㎡を、濃飛西濃運輸株式会社へ 4 億



- 30 - 

8,344万 2,800円で売り払うものであります。 

 

〇 議案第 79号は、上越市消防団有田分団小猿屋消防部三田班の廃止に伴い、三田消防器具

置場を集会所として使用する地元町内会へ無償譲渡するものであります。 

 

〇 議案第 80 号及び議案第 81 号は、第 5 次上越市行政改革大綱及び同推進計画に定める上

越市公の施設の再配置計画に基づき、上越総合福祉センターを現指定管理者に、旧とどろ

きこどもの家を地元町内会にそれぞれ無償譲渡するものであります。 

 

〇 議案第 82号から議案第 89号までは、安塚雪だるま高原など 10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。 

 

私からの説明は以上であります。なお、冒頭申し上げましたとおり、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、提案いたしましたすべての案件につい

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。 

始めに、ガス水道事業を取り巻く情勢と予算編成の基本的な考え方についてご説明いた

します。 

 

  ガス事業においては、他のエネルギーとの競合等によりガス販売量が減少となり、また、

水道及び簡易水道事業においても、人口減少等による有収水量の減少傾向が続いているほ

か、平成 29年度にはガス小売の全面自由化を始めとするシステム改革や簡易水道事業の水

道事業への統合が控えており、各事業を取り巻く経営環境はこれまで以上に厳しさを増し

ております。 

  このような中、第 2 次中期経営計画に基づき、市民の皆様の大切なライフラインである

ガス、水道を将来にわたって安全で安定した供給を継続することを念頭に予算編成を行っ

たところであります。 

 

 それでは、平成 28年度予算について、各会計の概要をご説明いたします。 

〇 まず、議案第 13号は、平成 28年度上越市ガス事業会計予算であります。 

ガスの安全で安定した供給を継続するため、第 2 次中期経営計画に基づき、施設の耐震

化や経年管の更新を図るとともに、企業債の借入れを抑制することにより、収益的収入で

は 1.7％減の 72億 4,088万円を、また、収益的支出では 1.1％減の 70億 6,343万円をそれ

ぞれ計上し、純利益は 20.4％減の 1億 586万円を予定するものであります。 

資本的収入では 23.3％増の 2 億 3,735 万円を、また、資本的支出では 11.7％減の 15 億

6,121万円をそれぞれ計上し、不足する 13億 2,386万円は内部留保資金で補てんすること

といたしました。 

 

〇 議案第 14号は、平成 28年度上越市水道事業会計予算であります。 

水道の安全で安定した供給を継続するため、第 2 次中期経営計画に基づき、施設の耐震

化を図るとともに、ダウンサイジングによる施設の効率化や企業債の借入れの抑制を行う

ことにより、収益的収入では 2.5％減の 62 億 5,517 万円を、また、収益的支出では 0.3％

増の 50億 9,519万円をそれぞれ計上し、純利益は 12.7％減の 10億 5,174万円を予定する

ものであります。 

資本的収入では 58.8％増の 11 億 5,796 万円を、また、資本的支出では 4.3％減の 31 億

970万円をそれぞれ計上し、不足する 19億 5,174万円は内部留保資金で補てんすることと

いたしました。 
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〇 議案第 15号は、平成 28年度上越市簡易水道事業会計予算であります。 

簡易水道の安全で安定した供給を継続するため、第 2次中期経営計画に基づき、平成 29

年度の水道事業への統合に向け管路の耐震化や管網整備などを進め、収益的収入では 6.7％

減の 8 億 9,794 万円を、また、収益的支出では 9.0％減の 7 億 1,476 万円をそれぞれ計上

し、純利益は 5.2％増の 1億 7,019万円を予定するものであります。 

資本的収入では 28.0％減の 2 億 2,769 万円を、また、資本的支出では 12.9％減の 4 億

3,768 万円をそれぞれ計上し、不足する 2 億 998 万円は内部留保資金で補てんすることと

いたしました。 

 

〇 議案第 16号は、平成 28年度上越市工業用水道事業会計予算であります。 

工業用水道の安定した供給を継続するため、収益的収入では 0.3％増の 1,719万円を、ま

た、収益的支出では 1.6％減の 1,466 万円をそれぞれ計上し、純利益は 12.9％増の 253 万

円を予定するものであります。 

 

 続きまして、補正予算案件についてご説明申し上げます。 

〇 議案第 26号から議案第 28号までは、平成 27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。 

  人件費につきましては、一般会計の特別職及び一般職と同様に、ガス水道事業管理者及

び企業職員の給与改定を実施し、これを昨年 4 月に遡って適用することによる影響分を補

正するものであります。 

また、暖冬等によるガス販売量の減少に伴う補正及び建設改良費等の決算見込みにあわ

せた補正を行うものであります。 

 

 続いて、条例案件についてご説明申し上げます。 

〇 議案第 38 号 上越市ガス水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正は、特

別職の国家公務員の給与改定等を踏まえ、ガス水道事業管理者の給料月額を約 0.3％、期末

手当の支給月数を 0.05月引き上げるものであります。 

 

 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。 

 


