平成 28 年第 5 回（9 月）上越市議会定例会

１．杉田 勝典
（公明党）

総括質疑

通告一覧

1. 第 6 次総合計画の 3 つの重点戦略における取組について
(1) 暮らしの戦略における中山間地域のすこやかな暮らしを支える“つなが
り”の強化の取組において、初年度における成果は何か。また、課題とな
っている点は何か。
(2) 産業の戦略における地域資源をいかした産品づくりの取組の初年度の
成果や課題、今後の展望についてどのように考えているか聞きたい。
(3) 交流の戦略で掲げる交流圏の拡大の効果について、全市域への広がりを
どのように捉えているか。また、交流先は首都圏が中心で全国に広がって
いない傾向にはないか。
2. 議案第 111 号平成 27 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
(1) 第 5 次行政改革推進計画の『事務事業の見直し』
『施設再配置』
『定員適
正化』『歳入確保』等の取組について、初年度の取組としては、これで十
分であったと考えているか。また、決算を踏まえ今後の見直しや見通しを
どう捉えているか。
(2) リオ五輪も終わったが、当市も東京五輪に出場出来るトップアスリート
を育成するための年齢・学校枠を超えた一貫指導体制により、ジュニア選
手層にその確たる萌芽が見られることになったのか。
3. 議案第 127 号平成 28 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) 謙信公・景勝公の愛刀で国宝指定の太刀を 3 億円余りで購入するとして
いるが、購入する最大の意義と価値、展示方法を含めた活かし方、全国へ
の発信などをどのように考えているか。
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２．近藤彰治
（新政）

総括質疑

通告一覧

1. 平成 27 年度の市政運営について
(1) 北陸新幹線の開業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、また、開
業後の利用動向も踏まえつつ、様々な取組を行ったとしているが主な成果
を聞きたい。
(2) 第 6 次総合計画の重点戦略である「産業」の取組の「生きがいを持って
働けるまちづくり」について、以下の点を聞きたい。
ア 若手社員の早期離職が課題となっており、定着を図るためのセミナー
を開催したとしているが、その成果と今後の方向性を聞きたい。
イ ＵＩＪターンの促進に向け、インターンシップ受入企業を紹介するホ
ームページや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市内企業の受入態勢などについて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んだとしているが、
受入状況と今後の計画を聞きたい。
(3) 第 2 次財政計画の策定に際し、
「実質的な普通交付税」について国から
示された考えに基づき試算しているが、結果として、当市の復元率には大
きく乖離がある。当市として、見直しの算定方法等を分析し、改めて国に
要望を行ったとしているが、将来にわたる財政への影響をどう捉えている
か。
(4) 財政健全化判断比率は、平成 27 年度においても 4 種類すべての比率が
警戒ラインとなる早期健全化基準を下回ったが、「実質的な普通交付税」
は減額となる。財政健全化に向けた今後の方策について聞きたい。
2. 議案第 127 号平成 28 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) 10 款 5 項 4 目博物館費中、博物館管理運営費において、上杉謙信公と
景勝公の愛刀、国宝「太刀無銘一文字（号 山鳥毛）」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
負担金の増額を計上した。以下の点について聞きたい。
ア 市民団体が募金活動を行い、市はふるさと納税の使途に太刀購入を加
え、合わせて、企業版ふるさと納税も活用し、平成 29 年度中には購入
する意向としているが、購入費用に届かなかった場合は、市税を投入す
ることになるのか聞きたい。
イ 今後、市民の理解をどの様に得て行く考えか聞きたい。
ウ 購入は市長の政治的判断なのか聞きたい。
(2) 空き家等管理促進事業において、特定空き家等除却費補助金の補正予算
が組まれたが、以下の点について聞きたい。
ア 申込予定数の見込みを聞きたい。
イ 補助金額は、補助対象経費の 2 分の 1、上限 50 万円とされているが、
この額の妥当性についてどのように検討されたのか。また、今後見直し
の余地があるのか聞きたい。
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３．江口 修一
（創風）

総括質疑

通告一覧

1. 平成 27 年度の市政運営について
(1) 北陸新幹線開業後、周辺地域や観光面など、その効用と恩恵が地域の発
展につながり、市民の皆さんの生活の向上につながっていると実感してい
るのか。
(2) 第 6 次総合計画をはじめとする主要計画初年度としての「すこやかなま
ち～人と地域が輝く上越～」の新たなまちづくりの実感はどうなのか。
2. 議案第 111 号平成 27 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
(1) 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
っている。これについての不安要素は無いのか。
(2) 第 2 次財政計画による「実質的な普通交付税」について、復元率が当初
見込みの 65%から大きく外れ、57%程度になっているが、これによる各種
事業への影響はどうか。
(3) 財政調整基金は、146 億 1,643 万円となったが、普通交付税の復元額が
十分でなかった場合に、計画期間の平成 34 年度までは行政運営をやって
いけるのか。
(4) 第 2 次財政計画との比較の中で、実質公債費比率 13.9%、将来負担比率
90.0%と、財政計画を下回る水準に抑制したとしているが、平成 27 年度か
ら実質的な普通交付税の段階的な縮小が始まっている中で、この数字に甘
んじていてよいのか。
3. 第 6 次総合計画の重点戦略のうち、第一の「暮らし」の戦略について
(1) 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、安心して子育てができる環境づくり
を推進したとしているが、取組は十分といえるのか。
(2) 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したとしているが、会場数がそれで十
分と考えているか。
4. 議案第 122 号平成 27 年度上越市病院事業会計決算認定について
(1) 収益的収支は純利益に転じた。しかし、長期化する患者負担分の未収金
は増加傾向にあり、早期解消に向けどう取り組んでいくのか。
(2) 医師不足をはじめ、病院事業を取り巻く環境は厳しい。その中で施設の
老朽化や医師等の人員確保にどう取り組む考えか。
(3) 上越地域医療センター病院に係る「経営分析業務」の報告書を見て、今
後の在り方をどう判断しているのか。
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総括質疑

通告一覧

４．上野 公悦

1. 第５次行政改革推進計画に基づく平成 27 年度の取組について

（日本共産党議員団）

(1) 普通交付税の算定の見直しにどのように取り組んだのか。特に、復元率
を高める取組について、全国自治体との連携はどうなっているか。
(2) 交付税削減により財政状況が厳しいと繰り返す一方で、大型建設事業へ
の投資姿勢が顕著だ。歳出構造の改善についてはどのように取り組んでき
たか。
(3) 歳入確保の取組として、施設使用料の改定や減免制度の見直しを行い、
「受益者負担の適正化」に取り組んだとあるが、市民活動への支障が生じ
ていないか。また、使用料の引上げにより施設の利用状況はどのように変
化したか。合わせて、各施設において運営状況の改善が図られたのか聞き
たい。
2. 議案第 111 号平成 27 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
(1) 地域協議会費について、制度や運用の一部の見直しを行ったが、見直し
により、委員公募に応じる市民の状況をはじめ、地域協議会の活性化に資
する環境を十分に整えたと判断しているか。
(2) 人材育成及び組織風土に係る人事評価制度の試行について、以下の点を
確認したい。
ア 人事評価制度を試行し、職員が制度を習熟する機会を設けるとともに、
試行結果を踏まえた検証・見直しを行い、平成 28 年度からの人事評価制
度の実施につなげた」としているが、何を検証したのか。
イ 職員の働き甲斐や意欲の点で人事評価制度はマイナスにつながってい
ないか。
3. 議案第 117 号平成 27 年度上越市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ
いて
(1) 新総合事業の導入で介護サービス事業者が過重な負担になったり、収入
減になった事例はないか。
4. 議案第 127 号平成 28 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) 10 款 5 項 4 目博物館費中、博物館管理運営費において、刀剣取得に向
けたふるさと納税用パンフレットの印刷費用などが計上されたが、以下
の点について聞きたい。
ア いつ、どこでこの方針が検討されたのか。
イ 市の財政状況等に鑑みて多額の購入費は妥当と考えるか。市民の理解
は得られると考えているか。
ウ 企業版ふるさと納税制度を活用するとしているが、この制度には、税
源の移動や寄付企業との関係など課題があると考えるが、そのような制
度を市で活用することに対する見解を聞きたい。
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