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提  案  理  由  の  要  旨 

 

本日ここに、平成 29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。 

 

冒頭、昨年 12月に糸魚川市内で発生した大火により被災された皆様へ、心からお見舞いを

申し上げます。当市といたしましても、一日も早い復旧・復興に向けて、でき得る限りの支

援を行ってまいりたいと考えております。 

さて、私は市長就任に当たり、市民のすこやかな暮らしと成長を育むため、目指すべきま

ちの姿を「すこやかなまち」としてお示しいたしました。そして、その実現に向け、この間、

まちづくりの指針となる累次の総合計画に、必要な政策・施策を位置付け、全力を傾注しな

がら市政運営を進めてきているところであります。 

中でも、その基盤を支える行財政改革の取組を市政の最優先課題として位置付け、当市の

置かれている厳しい状況と、解決に向けた考えや方策を市民の皆様へ丁寧にご説明し、真摯

な対話を重ねてまいりました。時に厳しいご指摘やご意見をいただくこともありましたが、

市民のご理解を得ながら取組を進め、当面の財政運営を展望できるまでに至っております。 

この礎に立ち、私は市民一人ひとりが、高齢であっても、障害をお持ちであっても、自分

らしく健やかに暮らすことができるよう、医療・福祉の充実と子育て支援の拡充に努めます

とともに、過疎・高齢化が進み、それぞれに異なる課題を抱える中山間地域での暮らしを守

っていくために、集落の実情を丹念にお聴きしながら、コミュニティの維持・存続に資する

取組にも十分意を用いているところであります。 

また、こうした市民の日々の暮らしを守る施策やサービスを確実に行う一方で、将来を見

据えた「価値ある投資」につきましても、機を逸することなく推進しており、本年は、その成

果が目に見える形となって現れてまいります。9月には、市民の多様な活動や交流の拠点施設

となります市民交流施設高田公園オーレンプラザが開館を迎えます。そして 10月には、市民

生活に欠くことのできない新クリーンセンターが本格稼働いたします。さらに、保育園、小

学校の再配置に伴う施設整備も順調に進み、保育や教育の環境も向上いたします。これらの

投資は、施設の機能性と利便性を高め、あわせて更新や統合による維持管理費の縮減に寄与

するだけでなく、今後のまちづくりを進める上での拠点施設として効能を発揮し、長きにわ

たり市民の暮らしを支え続け、将来世代にも広く効用をもたらすものと考えております。 
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さらに、地方創生の取組につきましては、国の交付金を活用して城下町高田の再生と、雪

を生かしたプロジェクトを緒に就け、各種の市民活動団体や新たな事業展開を図る企業など

多様な主体の参加を得る中で、その成果が徐々に形となって現れてきているところであり、

着実な潮流へと深化しつつあります。 

私は、子どもたちの見守りや支え合い活動など地域で尽力いただいている市民の皆さん、

さらに、それぞれの目的に熱意を持って向かい活動される団体や事業者の皆さん、そうした

多くの方々から伝わってくる地域への愛着と誇り、気概とこだわり、家族や隣人への慈しみ

を、何よりも大切にしたいと考えています。そして、それぞれの思いを行動へと移していた

だくことこそ、このまちの活力の源泉であり、その高まりに「すこやかなまち」づくりへの

確かな手応えも感じ取っているところであります。 

新年度予算案の提案に当たりまして、ここで改めて初心に立ち返り、「すこやかなまち」づ

くりの新たなステージに向け、市民の皆さん方と共に更なる一歩を踏み出してまいりたいと、

決意を新たにしているところであります。 

 

それでは、平成 29年度当初予算の基本的な考え方と重点的な取組などについてご説明申し

上げます。 

まず、その背景となる社会経済情勢などを概観いたしますと、我が国の経済は、個人消費

と民間設備投資の力強さを欠く状況にあるものの、政府が推し進める成長戦略の取組もあり、

雇用・所得環境が改善し、緩やかな回復基調が続いているものと認識しております。 

また、市内経済におきましては、製造業や卸売業を中心に改善が見られる一方で、小売業

では業況の低迷が続いており、全体としては景気の回復が未だ実感できない状況にあります。 

このような中、政府は、人口減少、少子高齢化、潜在成長力の低迷など、我が国が抱える構

造的課題に対処しつつ、デフレからの完全な脱却と成長の道筋を確かなものとするため、「未

来への投資を実現する経済対策」を閣議決定し、昨年 10 月、この具体化に向けた平成 28 年

度第 2次補正予算が成立いたしました。 

こうした国の動きに呼応して、当市におきましても国の補正予算で措置された財源を積極

的に活用し、各種の整備事業の進捗を図り、あわせて地域の活性化に資する事業を推進する

ための補正予算を編成いたしますとともに、その速やかな執行により、それぞれの効果が早

期に市内経済へ波及するよう意を用いたところであります。 

 

これらを踏まえ、平成 29 年度における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
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を申し上げます。 

当市のまちづくりの総合的な指針となる第 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、「暮らし」「産業」「交流」の三つの重点戦略を設定し、

分野横断的に施策と事業を関連付け、この着実な推進に取り組んでおります。 

また、国が推し進める「地方創生」につきまして、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～」の実現に向けた追い風として捉える中で、官民

連携により策定した「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、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いでいくことのできる「選ばれるまち」「住み続

けたいまち」づくりを進めております。 

平成 29 年度当初予算の編成に当たりましては、第 6 次総合計画の三つの重点戦略を基軸

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、優先的な予算

配分を行ったところであります。 

 

それでは、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。 

まず、「暮らし」の戦略であります。 

その第一は「“つながり”を育むまちづくり」の取組です。 

市民の皆さんの自発的・主体的な活動を支援する地域活動支援事業を継続して実施すると

ともに、地域コミュニティ活動サポート事業や住民組織活動基盤整備事業を通じて地域活動

の更なる広がりを支援するほか、地域コミュニティや多様な市民団体等による支え合い活動

の一層の活性化に向けて、ＮＰＯ・ボランティアセンターを中心に、市民活動のサポートや

団体間の交流を促進するための事業に取り組んでまいります。 

また、複雑で多様な課題を抱える家庭が増加する中で、地域福祉の核となる民生委員・児

童委員及び主任児童委員の皆さんの負担が増している実情を踏まえ、活動報償金を見直すと

ともに、世帯数に応じた委員配置や担当区域の見直し等、委員がより活動しやすい環境整備

を引き続き進めてまいります。 

地域社会の防災力強化も重要であります。防災士資格の取得促進や資機材の整備等に係る

支援を行うなど、自主防災組織の活性化を図り、地域の災害対応力を高めます。あわせて、

福祉避難所や指定避難所の福祉避難スペースにおいて必要となる物資、備蓄食料品等を配備・

拡充するとともに、避難所開設訓練等による検証を通して、要配慮者が災害発生時に避難所

等においても安心して過ごすことができるよう、環境を整えてまいります。 

このほか、地域活動を担う人づくりを推進するため、公民館事業において、行動する人材

の育成に力点を置いた各種講座の開催や生涯学習の成果発表の場等を提供するなど学習活動
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の充実を図ります。あわせて、学生が持つ活力とアイデア、また、大学が有する専門知識や

ノウハウ等を地域の課題解決やまちづくりに生かしていくため、上越教育大学及び新潟県立

看護大学等との連携の下、地域住民・市民活動団体等との相互交流の促進に取り組んでまい

ります。 

第二は「こどもたちのすこやかな育ちを育む“つながり”の強化」の取組です。 

新たな子育て支援の拠点施設として、市民交流施設高田公園オーレンプラザ内にこどもセ

ンターを併設し、子育て情報の提供や相談支援を始め、子どもの成長に応じて楽しめる様々

な遊びと交流の場を提供いたします。あわせて、市民プラザ内のこどもセンターも継続設置

し、相互に相談窓口の連携を図るよう意を用いるなど、安心して子育てができる環境を充実

いたします。 

また、子どものすこやかな育ちを支援していくための体制も強化いたします。「すこやかな

くらし支援室」を「すこやかなくらし包括支援センター」に改編するとともに、子どもの育

ちに関する包括的な相談窓口として、専門的知識を有する相談員を配置し、ワンストップで

の対応を行うなど、各種制度の狭間にいる方々や複合的な課題を抱える世帯へのきめ細かい

支援を充実してまいります。 

さらに、地域の子どもを地域全体で育てる機運を醸成し、地域ぐるみの教育活動と健全育

成を推進するため、学校運営協議会や地域青少年育成会議を基盤として、学校・家庭・地域

が一体となって子どもを育む取組を進めてまいります。 

第三は「お年寄りのすこやかな暮らしを支える“つながり”の強化」の取組です。 

上越市版地域包括ケアシステムの構築に向け、全国に先駆けて実施した住民組織等による

介護予防の取組を更に充実するとともに、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配食時の安否確認や、郵便や新聞配達など

の事業所の皆さんの協力による見守り支援ネットワーク等の活動を継続いたします。 

また、高齢者の社会参加と生きがいづくりを推進するため、シルバー人材センターへの助

成を継続するとともに、老人クラブの会員確保と活動の活性化を支援するため、助成内容を

拡充するほか、各種趣味の講座やその成果を発表する作品展、スポーツ大会を通じた交流活

動を支援してまいります。 

第四は「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」の取組です。 

集落を越えて連携する地域マネジメント組織の機能強化を進めるとともに、多様な主体と

連携して行う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、中山間地域における地域貢献活動に賛同する事業所や団体等から、中山間地域支え
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隊として登録いただき、担い手が不足する中山間地域の集落行事の開催等を支援いただくほ

か、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へ地域おこし協

力隊員を配置するなど、市内外の活力を生かしながら、中山間地域における安全・安心な暮

らしと、地域が育んできた伝統文化や公益的機能の維持・継承に取り組みます。 

さらに、中山間地域の農業の維持と農地の保全等を支援する国の日本型直接支払制度を活

用して、農業生産活動の振興と農業者の所得向上に向けた取組を促すなど、中山間地域の農

業・農村の活性化を推進するほか、中山間地域における買物の実態調査を行うとともに、商

工会や移動販売等を行う事業者と連携し、買物支援の取組を進めてまいります。 

 

続いて、「産業」の戦略であります。 

第一は「選ばれる“上越の産品”づくりと市民ぐるみでの魅力発信」の取組です。 

農・商・工・市民の連携による「選ばれる産品」づくりに向けた研究・開発を引き続き促進

するとともに、メイド・イン上越に認証した特産品の一層の認知度向上と販路拡大に向けて、

首都圏での試験販売や認証品製造事業者で組織する団体の活動に対する支援に取り組みます。 

また、農業の 6 次産業化を推進するため、国の施策に基づく市町村戦略の策定に着手する

ほか、地域資源を活用した特産品や農産加工品の開発、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、更には海外に販路を拡大する農業者等の取組を支援する補助制

度の創設など、引き続き生産者自らが行う取組を支援することで、市内産品の一層のＰＲと

販路拡大を図ってまいります。 

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、学校と園芸作物生産

者、関係する事業者・団体が連携を図り、地域の実情に見合った生産・供給を拡大する取組

を継続するとともに、園芸との複合経営による経営体の体質強化を図るほか、新たに観光農

園の環境整備と集客力向上に取り組む園芸農家等を支援することで、農業の生産拡大と所得

向上につなげてまいります。 

第二は「まちの未来を切り開く新産業の創出」の取組です。 

高速交通の体系が整い、かつ重要港湾直江津港を有する当市の優位性と拠点性を生かした

企業誘致活動を引き続き推進するとともに、奨励金の交付を始めとした企業振興制度を通じ

て、市域における企業の設備投資を促してまいります。 

このうち、上越妙高駅周辺地区につきましては、新幹線駅前の立地特性を生かした民間資

本による事業展開を促すため、既存の借入利子前払制度や賃貸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制度に加え、民間企業が検討を進める複数の大型プロジェクト

について、一定の要件を満たす建築物の建設費を一部助成する制度を創設いたします。 
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また、地域産業の維持・発展を図るための取組として、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に対し、インターネットショップの開設やインターネットモールへ

の出店等に係る経費を支援するとともに、新たにインターネット販売のノウハウを高め、事

業者間の情報交換を促進する「ネットショップ道場」を開催いたします。さらに、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、創業者

や第二創業者に対し、事業計画の策定から開業のための資金調達、創業後の販路開拓及び課

題解決等、創業に関する総合的な支援も、引き続き進めてまいります。 

あわせて、市内ものづくり企業の持続的な発展と新規分野への参入を促すため、人材の育

成や新製品・新技術の研究開発を支援いたします。 

第三は「生きがいを持って働けるまちづくり」の取組です。 

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に対する支援を、女性活

躍推進法に基づく「えるぼし」認定企業にも拡大するほか、事業者への意識啓発等を進め、

市内企業の職場環境の向上に取り組んでまいります。 

また、障害のある方への就労支援として、農福連携障害者就労支援事業を拡充し、新規受

入農家や受託農作業の開拓などの取組を進めるとともに、在宅で暮らしている方々への就労

支援を強化するため、新たにジョブサポーターを配置し、訪問活動や就労後の定着支援に重

点的に取り組んでまいります。 

人口減少が進む中にあって、まちの未来を担う若者の定着を目指すための施策も重要です。

高校生や市外へ進学した大学生等を対象としたインターンシップや市内企業見学会を引き続

き実施するとともに、市内企業が上越地域の高等学校からの進学者が多い大学に出向き、自

社をＰＲする場を新たに設けるほか、市内企業に就職する転入者等への家賃補助及び就職試

験の際に要する旅費を一部補助する制度を継続し、Ｕ・Ｉ・Ｊターンを含む市内企業等への

就労促進を図ります。 

さらに、若年者の早期離職を抑制し、就労先への定着率を高めるため、若手社員等を対象

にコミュニケーションやストレス対処法等の研修を行うとともに、高校生や障害のある方が

就労に結び付く資格を取得する際の経費の一部を助成し、意欲のある方の就業促進を支援す

るほか、地域若者サポートステーションと連携し、自立支援を必要とする若年者の就労支援

に取り組んでまいります。 

 

最後に、「交流」の戦略であります。 

第一は「ひと・もの・情報が行き交う仕組みや体制の整備」の取組です。 

市内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」を運



- 7 - 

用するとともに、上越妙高駅乗降客の利用動向調査を継続して実施し、利用促進のための施

策立案につなげてまいります。あわせて、北陸新幹線開業 3 周年を記念し、市民参加型ツア

ー「上越市民号」の運行を企画いたします。 

また、日本を訪れる外国人旅行者を当市に呼び込むため、営業用に特化したパンフレット

を作成するとともに、市内の観光事業者が行う外国語翻訳や研修会等の取組に係る経費の一

部を支援するなど、外国人旅行者の誘客と受入体制の強化を図るほか、効果的な観光イメー

ジポスターやＪＲと連携した誘客宣伝活動など、新たな交流機会の創出と誘客の促進に取り

組みます。 

海外友好都市との関連では、これまでの友好交流の関係を更に発展させるため、中国・琿

春市、韓国・浦項市との市民レベルでの交流や、オーストラリア・カウラ市との職員交流を

実施するなど、交流の絆を深めます。 

一方、市民の新たな交流の場の整備も着実に進めてまいります。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るとともに、小林古径記念

美術館の古径邸敷地内への移転に向けた実施設計に取り組むほか、総合博物館の展示リニュ

ーアル及び大規模改修工事を推進いたします。 

なお、歴史博物館として再生する改修後の総合博物館には、上杉謙信公、景勝公が愛用し

た国宝「太刀無銘一文字（号 山鳥毛）」の収蔵を予定しており、これを市民の宝として迎え

入れるよう、取得に向けた手続を進めてまいります。 

第二は「新水族博物館を核とした地域活性化」の取組です。 

平成 30年度に開館を予定する新水族博物館の建設工事を進めるとともに、多くの皆さんか

らご来館いただけるよう、プロモーション活動を展開してまいります。 

また、直江津地区のまちの賑わい創出に向け、「水族館のまち」をＰＲする土産品の開発や

街なか回遊の促進など、地元の町内会や関係団体が主体となり実施する各種の取組を支援い

たします。 

さらに、直江津地区全体の魅力向上と、新水族博物館を中心とした周遊ルートの確立につ

なげていくため、海浜公園や希少な自然を残す五智公園、旧直江津銀行などの整備に取り組

んでまいります。 

なお、直江津駅前の日本たばこ産業株式会社上越営業所跡地の利活用につきまして、この

程、一部テナントを含む分譲マンション及び立体駐車場の整備を主な内容とする提案を行っ

た事業者を、契約候補者として選定したところであります。本事業が直江津地区中心市街地

活性化の大きな弾みとなるよう、期待をいたしているところであります。 

第三は「強みを生かした多様なコンベンションの展開」の取組です。 
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北陸新幹線開業後、当市において研究大会や学術会議、大規模なスポーツ大会など各種コ

ンベンションが着実に開催されている動向を踏まえ、更なる誘致の取組を、引き続き上越観

光コンベンション協会と連携しながら進めてまいります。 

平成 32年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた取組では、ドイツ体操チームの事

前合宿地とするドイツ体操連盟との合意を受け、ホストタウンとしてドイツとのスポーツ・

文化交流を進めながら、市民の機運を高めるとともに、「体操のまち上越」をＰＲしてまいり

ます。あわせて、（仮称）上越市体操アリーナをドイツ体操チームの合宿受入時に供用できる

よう、平成 31年 12月の竣工を目指して整備を進めてまいります。 

その他のコンベンション誘致の取組では、リージョンプラザ上越をメイン会場に、平成 29

年度全日本卓球選手権大会マスターズの部の開催が予定され、1,500 人を超える参加者を見

込んでおります。このほか、平成 30年 4月には高田公園を会場に「全国さくらシンポジウム」

の開催も決定しており、この実施に向けて実行委員会を立ち上げるなど必要な準備を進めて

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と、このうち、国の地方創生推進交付金を活用して実施する取組に

つきまして、詳細をご説明いたします。 

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、これまで進めてきた 6 次産業化や創業に関する総合

的な支援を通じた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

連携して交流人口の拡大を図ってまいります。 

「結婚・出産・子育て」の分野では、若い世代の皆さんが持つ結婚・出産・子育てに関す

る希望の実現につなげていくため、出産や子育てへの支援拡充など環境を整えるとともに、

ワーク・ライフ・バランスに資する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。 

中でも、子育て世帯の保育に関する経済的な負担の軽減に重点を置き、国の多子世帯軽減

の基準を超える市独自の対応として、年収約 470 万円未満相当世帯について、第 3 子以降の

保育料を無料にするとともに、市民税所得割課税世帯の保育料を一律 5％引き下げるほか、私

立幼稚園等につきましても、利用者負担の軽減を実施いたします。 

また、家庭の経済的な事情に関わらず、子どもたちが等しく学校生活を送ることができる

よう、就学援助費補助事業のうち「新入学児童生徒学用品費」に係る支給単価を現行の約 2倍

に増額することで、制服やランドセルなど、入学時に必要となる学用品等の購入支援を拡充
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いたします。 

「まちの活性化」の分野では、多様な地域資源を生かした特色ある地域づくりを推進する

観点から、城下町高田の歴史・文化や新水族博物館、また、農山村の豊かな自然環境など当

市の優れた資源を生かしてまちの魅力を高めるとともに、自主防災組織の結成促進と高齢者

の見守り体制の整備、集落づくり推進員や地域おこし協力隊の配置など、地域の担い手の協

力を得ながら、日々の暮らしを支える機能を確保してまいります。 

また、都市機能と魅力の向上に向けて、「上越市立地適正化計画」に基づき、誘導重点区域

内の空き家等に移住される方への支援を行うほか、都市機能誘導区域内における施設整備に

対する支援の一部を制度化いたします。 

「ＵＩＪターンとまちの拠点性」の分野では、当市への定住を促進するため、公共交通機

関を利用して市外の大学等へ通学する学生への奨学金制度の活用を促してまいります。あわ

せて、転職や新規就農、退職後の田舎暮らしなど、様々な移住ニーズへ的確に対応するため、

ふるさと暮らし支援センターを移住の総合窓口とするワンストップでの相談対応を行うほか、

移住を検討する際に関心の高い「子育て」や「医療機関」などの生活関連情報を、分かりやす

くお伝えするなど、きめ細やかな情報発信にも意を用います。 

続いて、国の地方創生推進交付金を活用して実施する事業であります。 

昨年 8月に「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」の二つをテーマに、国の地域再生計画の認定を受け、取組を進めてい

るところであります。 

まず、「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

に向けて、空き町家を改修したシェアハウスに入居する大学生が、町家暮らしを体感する中

で、その魅力を若者たちへ広く発信してもらうとともに、地域行事等への参加など近隣住民

との交流を通じて、周辺地区の活性化につなげてまいります。 

また、交流人口の拡大に向けて、高田世界館で市内外からの誘客を目指した上映会や関連

イベントを実施するとともに、市内の料亭が取り組む全国の「百年料亭」とのネットワーク

を生かした誘客活動等の取組を支援いたします。 

さらに、街なかの回遊性を高めるため、市が所有する旧今井染物屋の建物を高田の歴史・

文化を体験できる場として活用するとともに、仲町エリアの昼間の賑わい創出と高田の「食」

の活用に向けた取組を支援してまいります。このほか、地域ぐるみでの景観形成活動やサテ

ライトオフィスなどの事業所の開設、市が所有する遊休土地を活用した事業方策の検討など、

様々な観点から「街の再生」に向けた取組を進めてまいります。 

次に「雪室・利雪による地域産業イノベーション」の取組では、市場ニーズに沿った雪室
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商品の開発と販売促進を図るとともに、雪国の魅力を市内外へ発信し、地域産業の活性化と

観光誘客につなげていくため、「雪室推進プロジェクト」が行う様々な取組と、ＪＡえちご上

越による雪下・雪室野菜の販売促進イベントを支援いたします。あわせて、地域資源である

雪の活用方法や雪室などについて、小・中学生が学習する機会を引き続き提供するなど、市

民のふるさとに対する愛着と誇りへと結び付けていくよう意を用いてまいります。 

 

なお、これらの取組に加え、昨年度に創設した「まち・ひと・しごと創生事業補助金」を引

き続き活用いただく中で、民間団体や企業の皆さんによる意欲的かつ先駆的な地方創生に資

する事業を後押ししてまいります。 

 

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、事務事業の見直しは、計画期間内に 571 事業の改善・廃止等を、また、公の施

設の再配置は、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継続

するとともに、公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの老朽化対策等に関する計

画の整備に向けた取組を推進してまいります。 

関連の取組につきましては、今後も市民や関係団体等の皆さんへの丁寧なご説明と議論を

重ねる中で、より良い方向となるよう意を用いますとともに、取組の検証と必要な見直しを

加えながら着実に推進してまいります。 

一方、直近の財政状況は、平成 27年度決算において各財政指標が一定の改善を見たところ

でありますが、今後の見通しは決して楽観できる状況にはないものと認識しております。 

財政調整基金の平成 28年度末残高は、第 2次財政計画を上回る約 128億円を確保する見通

しにありますが、経常一般財源である普通交付税の減額等の影響もあって、今後は、財政構

造の硬直化が進行するとともに、標準財政規模の縮小に伴い、実質公債費比率と将来負担比

率が上昇していくものと見込んでおります。 

こうした認識を踏まえ、平成 29年度予算の編成に当たりましては、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進めるこ

とを旨とし、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た上で、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の確保、充実を第一に、あわせ

て、地方創生の取組の推進や、将来にわたり市民の暮らしを支え続ける「価値ある投資」に
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意を用いたところであります。 

 

それでは、平成 29年度予算について、各会計の概要をご説明いたします。 

○ まず、議案第 1号は、平成 29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、1,076億 6,107万円（以下、万円未満省略）であり、前年度当初

予算に比べて 56億 1,812万円、5.0％の減となっております。 

これは、制度融資預託金が約 15 億円減少すること、また、国の平成 28 年度補正予算を

活用して、博物館改修事業を始めとする各種事業の進捗を図ったことにより、普通建設事

業費が 28億円余り減少することが主な要因となっております。 

また、第 2次財政計画との比較では、歳出で 16億 1,806万円の減となったものの、歳入

の主要一般財源である普通交付税が財政計画の見込みを下回ったことなどから、計画を 3

億 9,410万円上回る 17億 4,713万円を財政調整基金から繰入れ、収支の均衡を図ったとこ

ろであります。 

一方、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「実質予算額」は 1,008 億 1,900 万円で、前年度当

初予算に比べて 42億 1,718万円、4.0％の減となっております。 

また、国の補正予算に呼応した平成 28 年度補正予算と平成 29 年度当初予算を合算した

年度調整後の「実質的な予算規模」は 1,053 億 1,970 万円となり、前年度と比べて 8 億

3,166万円、0.8％の減となっております。 

 

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 7,719 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、均等割課税者の増加のほか給与所得などの増加が見込まれることから、

3.3％増の 88億 1,991万円を計上いたしました。 

法人市民税は、大手製造業及び金融業の一部において経常利益の減少が見込まれること

から、5.8％減の 25億 2,014万円を計上いたしました。 

固定資産税は、土地では、地価下落などにより 1.8％減の 37億 2,964万円を、家屋では、

新築・増築家屋の増加により 1.9％増の 54億 3,473万円を、また、償却資産では、既存設

備の減価償却などにより 1.2％減の 62億 292万円を、それぞれ計上いたしました。 

軽自動車税は、二輪の小型自動車を除く車種において減少が見込まれることから、0.9％
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減の 5億 9,694万円を計上いたしました。 

市たばこ税は、特定銘柄の卸売本数が増加傾向にあることから、0.9％増の 12 億 8,390

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、地方財政計画でマイナスの伸び率が示されたこと

を踏まえ、それぞれ、0.8％減の 9 億 9,806 万円、20.4％減の 32 億 3,410 万円を計上いた

しました。 

地方交付税は、3.3％減の 221億 9,800万円であります。このうち普通交付税は、基準財

政需要額の個別算定経費の増が見込まれる一方、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 3 年目となり、一本算定と合

併算定替との差額の 50％が減額となることなどから、3.5％減の 191 億 7,900 万円を計上

いたしました。また、特別交付税は、地方財政計画の伸び率を基に、2.2％減の 30億 1,900

万円といたしました。 

分担金及び負担金は、農地耕作条件改善事業分担金及び埋設農薬適正処理事業負担金の

減などにより、4.6％減の 6億 5,256万円を計上いたしました。 

使用料及び手数料は、国の新たな少子化対策及び市独自の負担軽減の取組として保育料

を見直したことから、公立保育所使用料が減となる一方で、安塚診療所を直営に移行した

ことに伴う使用料の増などにより、0.4％増の 24億 5,289万円を計上いたしました。 

国庫支出金は、廃棄物処理施設整備交付金及び社会資本整備総合交付金等の整備費補助

金の減などにより、29.4％減の 111億 294万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及び各種選挙の執行に係る委託金の減な

どにより、8.6％減の 58億 8,951万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 9,125万円を計上いたしました。 

寄附金は、国宝「太刀無銘一文字（号 山鳥毛）」の取得にご賛同いただき、本年 2月 8

日時点で地方創生応援税制、いわゆる「企業版ふるさと納税」のお申出をいただいている

3,210万円のほか、社会福祉施設整備費などへお寄せいただく寄附を見込み、4,232万円を

計上いたしました。 

繰入金のうち、財政調整基金繰入金は、主要一般財源である地方消費税交付金や普通交

付税が前年度当初予算額を下回ったこと、また、新たに三和区宮崎新田市有地内に残置さ

れた産業廃棄物の撤去に着手するほか、保育料の見直しにより子育て世帯の負担軽減を図

るなど、必要な行政需要へ的確に対応するため、前年度に比べて 1億 4,195万円、8.8％増

の 17億 4,713万円を計上いたしました。 

なお、財政調整基金へは、平成 28年度決算剰余見込額の 2分の 1に相当する 4億 6,131
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万円を積み立てることとし、平成 29年度当初予算の時点では、年度末残高を約 115億円と

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 9 億円に加え、国宝「太刀無銘一文字（号 山鳥

毛）」の取得に向けた取組に対し、本年 2月 8日までにご寄附をいただいた 2,262万円を計

上いたしました。 

諸収入は、貸付金の元利収入の減を見込んだことから、17.8％減の 66億 1,162万円を計

上いたしました。 

市債は、地方財政計画の伸び率を基に、臨時財政対策債を 14.7％増の 35 億 920 万円と

見込むとともに、国庫支出金の配分を踏まえた財源の年度間調整の結果、新水族博物館整

備事業に約 72 億円の合併特例債を充当することなどから、全体では 11.5％増の 201 億

9,320万円を計上いたしました。市債残高につきまして、臨時財政対策債等を除く通常分の

年度末残高は、当初予算時点で 868億 871万円となり、平成 28年度末残高見込みと比べて

71億 788万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。 

○ 議会費は、4億 3,361万円で 1.8％の増であります。 

議会での政策論議や広報・広聴活動の活性化を図るため、議員が使用するタブレット端

末を導入するほか、議員報酬、政務活動費、視察旅費など議会活動に必要な経費等を計上

いたしました。 

○ 総務費は、204億 4,744万円で 30.8％の増であります。 

広報事業では、広報紙やホームページの掲載内容の充実に努めるとともに、コミュニテ

ィＦＭ放送の委託業務を拡充し、インターネットラジオ放送の配信を開始するなど、行政

情報や市民活動などの情報を適時に分かりやすく発信してまいります。 

また、市勢の概要や統計、生活情報などを分かりやすくまとめたカレンダー付「市民手

帳」を新たに作成し、頒
はん

布
ぷ

等を通じて市政への理解と関心を高めていただけるよう活用し

てまいります。 

企画調整費では、平成 30年度に第 6次総合計画の基本計画の見直しを予定していること

から、市民生活の実態及び市民ニーズを定量的に把握するとともに、市民意識の変化を的

確にとらえるため、これまでも 4 年ごとに行ってきた「市民の声アンケート」を実施いた

します。 

新幹線整備促進費では、北陸新幹線金沢・大阪間の早期全線開通に向けて、関係団体と
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連携して要望活動を進めるとともに、利便性の高い列車の上越妙高駅への停車に向け、県、

沿線自治体との連携の下、取組を進めてまいります。 

並行在来線対策事業では、在来鉄道の利用促進及び利便性の向上について、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、えちごトキめき鉄道と北越急行

に対し、経営の安定化に向けた支援を行います。 

交通安全指導費では、交通安全指導員に替えて地域安全支援員制度を創設するとともに、

安全教育指導員を増員するなど体制の強化・拡充を図り、防犯、防災分野を含めた安全教

育を一層推進してまいります。 

男女共同参画事業では、平成 30年度が終期となる第 2次上越市男女共同参画基本計画に

ついて、女性活躍推進法の施行及び県計画の策定を踏まえ、計画を 1 年前倒しして次期基

本計画の策定を進めてまいります。 

坂口謹一郎顕彰事業では、博士の生誕 120 年を迎えることから、この記念事業を企画、

実施する実行委員会の活動を支援いたします。 

文化振興企画費では、子どもたちが質の高い音楽に触れ、豊かな感性を培うため、国内

外で活躍する当市出身の音楽家をお招きし、中学生との交流事業を実施いたします。 

○ 民生費は、280億 192万円で 0.3％の増であります。 

生活困窮者自立支援事業では、生活困窮者が生活保護に至らないよう、それぞれの実情

に合わせた自立支援を進めるとともに、就労支援の充実を図るため市内事業所と連携して

就労先の開拓を進めるなど、引き続き地域における支援体制づくりに取り組んでまいりま

す。 

障害福祉費では、障害者の生活の場となるグループホームや障害福祉サービスを提供す

る施設整備に対する補助制度を拡充するとともに、重度心身障害者医療費助成について、

精神障害者保健福祉手帳 1 級の所持者を新たに助成対象に加え、充実を図ります。また、

障害のある人が差別されることなく、地域で安心して生活できる環境づくりを推進するた

め「障害者差別解消支援地域協議会」を設置し、周知・啓発活動等の強化に取り組んでま

いります。 

障害者自立支援費では、障害の種別を問わず、多様な相談を包括的にお受けするととも

に、障害福祉サービスの充実や医療費助成などの支援を行ってまいります。 

老人福祉費では、引き続き高齢者の生きがい・居場所づくりを進めるとともに、新たに

骨折・認知症予防の講座を全ての地域自治区で開催するなど、介護予防の取組を推進して

まいります。 

同和対策事業費では、第 4 次人権総合計画に基づき、引き続き市職員への研修を実施し
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人権意識の徹底を図るとともに、市民セミナーの開催等を通じ、差別を許さない人権感覚

の普及と差別解消への意識を高める取組を推進いたします。 

公立保育所施設整備事業では、保育園の再配置等に係る第 2期計画に基づき、平成 30年

4 月の供用開始に向けて北本町保育園の移転整備に伴う建設工事を進めるとともに、直江

津地区新保育園の建設工事や名立区新保育園用地の造成工事に着手するなど、保育環境の

充実を図ります。 

母子生活支援施設運営費では、暫定定員が設定された場合に、措置費の対象外となる母

子支援員加算分を市が助成することで、私立母子生活支援施設の安定的な運営を支援する

とともに、当該施設における母子支援員の配置の確保を通じて、施設に入所する母子の自

立に向けた支援体制を維持してまいります。 

放課後児童クラブ運営費では、学校の空き教室の状況などを踏まえ、校外で開設してい

る放課後児童クラブの校内移転を進めるとともに、支援員等の資質向上を図るため相談員

を増員の上、巡回指導を始めとする運営上の支援体制を強化し、利用児童へ質の高い支援

を提供してまいります。 

本年 4 月から指定管理に移行する児童養護施設若竹寮につきましては、市と指定管理者

による共同養育の成果と課題を踏まえ、入所児童に寄り添った管理運営となるよう、設置

者としての責務を果たしてまいります。 

○ 衛生費は、86億 7,185万円で 44.8％の減であります。 

健康づくりの推進では、取組の指針となる健康増進計画及び歯科保健計画について、市

民の健康実態に即した見直しを行うとともに、集団健診にあわせて、新たに集団歯科健診

を実施するほか、生活習慣病の発症・重症化予防と疾病の早期発見のため、より多くの市

民から各健診を受診いただけるよう、保健師等による訪問活動を強化いたします。 

また、働き盛り世代からの健康づくりを推進するため、上越勤労者福祉サービスセンタ

ーの事業として、新たに中小企業勤労者やその家族を対象に健康講座を開催するなど、生

活習慣病予防の取組を拡充してまいります。 

斎場管理運営費では、平成 28年度末の新井頸南広域行政組合の解散に伴い、本年 4月以

降に妙高市の経塚斎場を利用する際は市外料金が適用されることとなります。この間の利

用状況に鑑み、この市外料金と現行料金との差額を助成することで、中郷区、板倉区にお

住まいの皆さんが、これまでどおり当該斎場を利用することができるよう利用環境を整え

てまいります。なお、上越斎場の整備につきましては、頸北斎場を含めた当市における今

後の斎場の在り方について、地域住民の皆さんのご意見を丁寧にお聴きしながら、引き続

き検討を進めてまいります。 
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省エネルギー・新エネルギー普及推進事業では、住宅用太陽光発電システム及びペレッ

トストーブ設備の購入費の補助を行うとともに、再生可能エネルギーの導入促進と普及啓

発を推進してまいります。 

ごみ処理の関係では、市内で発生する廃棄物を適正に処理するとともに、ごみの減量と

資源化に向け、引き続き意識啓発を進めてまいります。また、三和区宮崎新田市有地内に

残置された産業廃棄物につきましては、平成 29 年度から撤去作業に着手し、平成 30 年度

に完了する予定といたしております。 

○ 労働費は、4億 4,294万円で 19.6％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と職業意識の醸成を図る取組を進めるほ

か、若年者の就労支援に取り組んでまいります。 

○ 農林水産業費は、49億 309万円で 3.8％の減であります。 

農業委員会費では、農業委員会等に関する法律の改正を踏まえ、農地利用最適化推進委

員の設置など、新たな農業委員会の体制づくりを進めるとともに、担い手への農地集積・

集約化を始めとする農地利用最適化の推進業務に重点的に取り組んでまいります。 

農業振興では、平成 30年からの米政策の見直しなどに対応するため、需要に応じた計画

的な米生産による農業所得の向上と、持続可能な農業経営の実現に向けた「水田フル活用」

を促進するとともに、園芸等との複合経営を推進いたします。また、農業経営のコスト削

減と効率的な生産体制の確立に寄与するため、ＩＣＴシステムを導入した生産管理の実証

事業を行うほか、中山間地域のほ場など、これまで空中防除作業が困難であった箇所にお

いてドローンによる防除実証を行い、その有効性を検証してまいります。 

食育推進支援事業では、各種団体や関係機関と連携して食育フォーラムを開催するなど、

食育を全市民的な運動として展開する取組のほか、食べ残しによる「食品ロス」の削減に

向けた啓発活動を進めてまいります。また、地域食材を積極的に取り扱う「地産地消推進

の店」認定制度を活用し、地場産農林水産物の消費拡大を推進いたします。 

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、里地棚

田保全整備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、

整備を進めてまいります。 

○ 商工費は、60億 3,614万円で 21.6％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

通じて知識の普及と意識の醸成を図るとともに、関係機関の協力を得て専門家による個別

相談会を開催いたします。 
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また、各種制度融資資金の特例措置を継続するとともに、創業者に対する信用保証料の

補給率を拡充するなど、金融面での支援を充実いたします。 

このほか、地域経済の底上げと中小企業者の業績改善に向けた取組を促すため、引き続

き地域経済活性化店舗等改装促進事業補助金により、商店等の魅力向上に向けた店舗改装

等を支援するとともに、地域商業活性化事業補助金特別枠を活用し、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いたします。 

企業誘致促進事業では、産業団地等に進出された企業等への訪問活動を強化し、当市に

おける継続的な事業展開と更なる設備投資の動向を把握するとともに、広域交通網の結節

点である当市の立地特性等を最大限に生かした誘致活動を行う中で、当市への設備投資を

促し、税収の確保と地域経済の活性化につなげてまいります。 

直江津港振興事業では、コンテナ貨物取扱量の増加に向けて、港湾事業者との連携を一

層強化し、港湾サービスの利便性向上に向けた取組を継続して進めるとともに、荷主企業

の状況を踏まえた効果的なポートセールスを推進いたします。 

観光面では、道の駅や日帰り入浴施設、宿泊施設への公衆無線ＬＡＮの整備を始め、主

要な観光施設の利便性を向上させるとともに、地域資源を生かした各区の観光協会の取組

を支援するなど、来訪客の受入体制を強化してまいります。 

また、近隣市等と連携したＰＲ活動を実施し、首都圏及び北陸・関西方面からの誘客を

促進するとともに、高田城百万人観桜会や謙信公祭など歴史あるイベントの魅力を増進し、

参加された方や訪れた方の満足度を向上するために必要な取組や支援を、官民一体となっ

て展開してまいります。 

○ 土木費は、103億 2,814万円で 9.4％の減であります。 

道路維持では、市道の損傷箇所の早期発見、早期補修など、適切な維持管理を行うとと

もに、通学路を中心に市道の交通安全対策事業を実施し、道路環境の安全性を高めてまい

ります。また、道路整備では、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

施するほか、都市計画道路黒井藤野新田線など、交通ネットワークの構築に必要な整備を

着実に推進いたします。 

橋梁維持では、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、橋梁の定期点検及び修繕工事を実施し、

交通に支障を来すことのないよう維持管理を適切に実施してまいります。また、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とともに、老朽化した有間川橋の架替工

事を引き続き実施するなど、橋梁の安全性を確保してまいります。 

除雪費では、効率的な除雪体制を維持するため、老朽化した除雪車を更新するほか、消

融雪施設整備計画に基づき、機能が低下した消雪パイプの更新等を進めます。また、除雪
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オペレーターが高齢化し、後継者の確保が課題となっていることから、除雪オペレーター

を希望する若年層を対象に、資格取得に要する経費を助成する制度を創設いたします。 

治水対策では、国や県が管理する河川や海岸の改修を促進するため、地元関係団体等と

の連携の下、要望活動を行うとともに、豪雨時の内水被害を防止するため、樋門操作や維

持管理を地元町内会等と連携して実施いたします。 

区画整理総務費では、高田駅前で一部未整備となっていた区間の雁木を整備し、景観を

整えるとともに、利便性の高い歩行空間を創出いたします。 

空き家等管理促進事業では、新たに空き家等定住促進利活用補助事業を創設するほか、

空き家等除却費補助事業の所得要件を緩和し、空き家等の適切な管理と活用を促進してま

いります。 

住宅リフォーム促進事業では、個人住宅のリフォーム工事への支援を継続し、地域経済

の活性化と住環境の改善を進めてまいります。 

○ 消防費は、29億 6,811万円で 5.9％の増であります。 

常備消防費では、地域の救急、消防業務等を担う上越地域消防事務組合の運営に要する

経費を負担し、市民の生命、財産を守る体制を維持するとともに、災害時における迅速か

つ的確な対応を確保いたします。なお、同組合では、（仮称）消防本部・上越北消防署整備

基本計画に基づき、平成 32年度からの供用開始に向け、藤野新田地内での整備を進めるこ

ととしており、この費用負担とあわせて必要な業務支援を行ってまいります。 

消防施設管理費では、糸魚川市の大火を教訓に、住宅密集地の水利点検等を実施すると

ともに、常備消防、非常備消防の連携も含めた消防体制全般の検討を進めるほか、市街地

での水利確保策として、国土交通省高田河川国道事務所の協力を得て、直江津市街地を流

れる天王川を活用した自然水利確保の実証実験を実施いたします。 

災害対策費では、平成 28年度に公表された国が管理する河川の洪水浸水想定と、平成 29

年度の出水期までに公表予定の県が管理する河川の洪水浸水想定に加え、公表時期が遅れ

ている県の新たな津波浸水想定の公表にあわせ、避難所の見直しや津波・洪水ハザードマ

ップの見直しを進めるほか、土砂災害ハザードマップを作成・配布し、危険箇所の把握や

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ってまいります。 

災害対策企画費では、引き続き国や県、関係市町村等とともに、原子力災害に対応した

広域避難等の課題解消に向けた具体的な対策の検討を進め、より実効性の高い避難体制の

確立に努めてまいります。 

○ 教育費は、115億 3,176万円で 6.1％の増であります。 

学校教育では、子どもたちの生きる力を育む教育を推進するとともに、児童生徒一人ひ
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とりの特性と教育的ニーズに応じたきめ細かな支援ができるよう、引き続き教育補助員や

介護員等を配置するほか、ＬＤ通級指導教室を新たに中学校にも開設するなど、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と、すこやかな学びの充実に努めてまいり

ます。 

私立高等学校の教育振興に関しては、学校運営費の補助と生徒への学費助成を継続する

とともに、市内の私立高等学校が給付するスポーツ奨学金に対する助成制度を拡充するこ

とで、競技力の高い有望な生徒が地元校へ進学し、活躍できるよう支援の充実を図ります。 

有田小学校建設事業では、平成 30年 4月の開校に向け、校舎・体育館の新築工事を完了

させるとともに、グラウンドや駐車場の整備及び備品等の配備など、開校に向けた準備を

進めてまいります。 

社会教育では、引き続き「元気の出るふるさと講座」を始めとする各種公民館事業を開

催し、地域を担う人づくりを推進してまいります。 

文化財の保存・活用では、釜蓋遺跡の発掘調査を引き続き実施するとともに、上越妙高

駅西口前の釜蓋遺跡ガイダンスにおいて、遺跡や地域の歴史などをテーマに定期講座を開

催するなど、遺跡の謎の解明と魅力の発信を進めます。 

スポーツ活動の推進では、オリンピックを始め、国際大会等での活躍が期待される選手

の育成を進めるため、ジュニアトップアスリート育成強化事業にスキー種目を追加し、競

技スポーツの選手強化を推進するほか、総合型地域スポーツクラブの創設の支援や各クラ

ブ間の連携を図る場の新設など、地域におけるスポーツ活動を支援することにより、市民

がスポーツに親しむ環境を整えてまいります。 

○ 災害復旧費は、2億 439万円で約 6.9倍の増であります。 

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

旧に取り組んでまいります。 

また、春日山城跡土砂崩落復旧事業では、降雪前までの完了を目指し、史跡保護に配慮

した工法による災害復旧工事を進めてまいります。 

○ 公債費は、135億 9,162万円で 9.6％の減であります。 

定時償還元金は 105 億 4,810 万円を、第三セクター等改革推進債の繰上償還金は 7,692

万円を、借換えに伴う償還元金は 20億 5,320万円を計上いたしました。 

○ 債務負担行為は、直江津地区新保育園整備事業及び三和区宮崎新田市有地内残置産業廃

棄物撤去委託料など、新たに 12件を設定するものであります。 

○ 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。 
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一般会計予算案の概要は、以上であります。 

続きまして、特別会計の予算について申し上げます。 

 

○ 議案第 2号は、平成 29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 2.6％減の 219億 6,768万円といたしました。 

保険給付費については、被保険者数の減少などから、前年度当初予算に対して 2.3％減を

見込みました。また、国民健康保険税については、財政調整基金や繰越財源を活用し、適

用税率を現行どおり据え置くことといたしました。 

国民健康保険加入者の疾病予防と健康の維持・増進、医療費の適正化に向けて、生活習

慣病の重症化予防の取組を更に強化してまいります。 

 

○ 議案第 3号は、平成 29年度上越市診療所特別会計予算であります。 

予算規模を 0.6％増の 5億 5,612万円といたしました。 

地域住民の健康を保持し、安心して生活することができるよう、引き続き地域医療を確

保するとともに、国民健康保険診療所の安定的な運営を図ってまいります。 

 

○ 議案第 4号は、平成 29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 25.4％減の 3,699万円といたしました。 

金谷山リフトを安全に、安心してご利用いただけるよう、リフト及びスーパーボブスレ

ーの保守点検及び運行に要する経費を計上いたしました。 

 

○ 議案第 5号は、平成 29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 3.4％増の 116億 1,812万円といたしました。 

引き続き汚水管渠及び雨水管渠の整備を進めるとともに、効率的かつ総合的な浸水対策

を図るため、雨水管理総合計画の策定に着手いたします。 

また、施設の適切な維持管理とともに、下水道センターと名立浄化センターの長寿命化

対策及び耐震補強を進めるほか、下水道事業経営の透明性確保と経営基盤を強化するため、

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 29年度末の整備面積は 3,643.2ha、全体計画区域における人口ベースの進捗

率は 79.6％となる見込みであります。 

 

○ 議案第 6号は、平成 29年度上越市農業集落排水事業特別会計予算であります。 
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予算規模を 1.5％増の 25億 3,355万円といたしました。 

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を保全してまいります。 

 

○ 議案第 7号は、平成 29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 0.6％減の 228億 2,427万円といたしました。 

保険給付費は、制度改正の影響及び介護予防活動の成果等により抑制傾向にあることか

ら、前年度当初予算と比較して 0.5％の減を見込みました。 

上越市版地域包括ケアシステムの構築に向けて、引き続き地域の支え合いによる介護予

防事業を推進するとともに、地域包括支援センターの再配置に取り組むほか、平成 30年度

からの介護保険制度の見直しを見据え、第 7 期介護保険事業計画及び第 8 期高齢者福祉計

画を策定いたします。 

 

○ 議案第 8号は、平成 29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 21.0％減の 5,823万円といたしました。 

風力発電事業について、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、適切な管理運用を進めてまいります。 

 

○ 議案第 9号は、平成 29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 93.3％減の 6,060万円といたしました。 

上越妙高駅の東側区域について、都市計画道路薄 袋
すすきぶくろ

荒
あら

町
まち

線
せん

などの道路築造工事を年内

に完了させるとともに、平成 30年度に予定している換地処分に向けて準備を進めてまいり

ます。 

 

○ 議案第 10号は、平成 29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 0.7％減の 1,136万円といたしました。 

市が設置した浄化槽の維持管理を適切に行い、生活環境及び公衆衛生を保全してまいり

ます。 

 

○ 議案第 11号は、平成 29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 4.9％増の 18億 5,347万円といたしました。 
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引き続き保険者である新潟県後期高齢者医療広域連合と連携を図りながら、円滑な運営

を確保するとともに、被保険者の健康保持に向け、きめ細やかな対応を進めます。 

 

○ 議案第 12号は、平成 29年度上越市病院事業会計予算であります。 

地域における回復期、慢性期医療の中核を担う施設としての上越地域医療センター病院

の位置付けを踏まえ、リハビリテーション事業を始めとして、地域医療の充実と良質な医

療サービスの提供を行うとともに、訪問看護事業や居宅介護支援事業による在宅医療の強

化に取り組んでまいります。 

また、上越市病院事業経営改革プランに基づく経営改善の取組を推進するとともに、「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」での検討結果を踏まえ、新た

に委員会を設置し、基本構想の策定を進めてまいります。 

予算の概要につきましては、収益的収入では 1.5％増の 26億 6,525万円を、収益的支出

では 0.6％増の 26億 4,155万円をそれぞれ計上いたしました。 

資本的収入では 17.6％減の 1億 2,966万円を、資本的支出では 10.5％減の 2億 4,408万

円を計上し、不足する 1億 1,441万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案の説明は、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、健康福祉及び教育分野における関係機関の連携を強化し、子どもの育ち

に関する包括支援体制を構築するため、「すこやかなくらし支援室」を「すこやかなくらし包

括支援センター」に改め、同センター内に「こども発達支援センター」を位置付けるほか、市

が所有する観光施設の有効活用を図るとともに、第三セクターの経営改善に向けた取組を支

援するため、観光振興課内の「施設係」を拡充して「施設経営管理室」を設置し、観光施策と

一体的に検討・実施する体制を強化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。 

○ 議案第 16号は、平成 28年度上越市一般会計補正予算であります。 

歳入歳出予算総額から 10億 2,134万円を減額し、予算規模を 1,182億 5,055万円とする

ものであります。 

今回の補正では、地方創生拠点整備交付金を始めとする国の補正予算を活用し、旧第四

銀行高田支店及び安塚区樽田地内の雪室の改修工事を実施するとともに、小・中学校大規
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模改造事業及び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を前倒しして実施

するほか、上越市産米粉用米を使用する米粉麺製造施設整備への支援に要する経費などを

補正するものであり、あわせて、決算見込み等に基づき予算を整理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。 

○ 総務費は、554万円の増額であります。 

契約事務費では、共同利用する新潟県電子入札システムのセキュリティ強化に係る改修

費用について、県に支払う負担金を増額するものであります。 

地域公共交通運行対策費では、路線バス運送事業者の経常欠損を補助するため、バス運

行対策費補助金を増額するとともに、県の生活交通確保対策補助金の交付見込みにあわせ

て財源を組み替えるものであります。 

旧第四銀行高田支店改修事業では、国の地方創生拠点整備交付金を活用して、1階ホール

の改修及び防水工事等に要する経費を増額するものであります。 

このほか、人事・給与管理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

整理するほか、国庫支出金の交付決定等にあわせて財源を組み替えるものであります。 

○ 民生費は、5億 4,880万円の減額であります。 

介護給付・訓練等給付事業では、居宅介護、生活介護等でサービス利用量が当初の見込

みを上回ることから、不足分を増額するものであります。 

このほか、福祉施設建設事業や扶助費などについて、決算見込みに基づく予算の整理と

国庫支出金の交付決定等にあわせた財源の組替えを行うものであります。 

○ 衛生費は、2,549万円の減額であります。 

高齢者予防接種事業などについて、決算見込みに基づき予算を整理するほか、地球環境

特別会計繰出金では、地球環境特別会計の売電収入等の不足分について、一般会計からの

繰出金を増額するものであります。 

○ 労働費は、1,100万円の減額であります。 

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ほか、勤

労者福祉施設管理運営費では、ワークパル上越の指定管理について、ＬＥＤ化に伴う電気

使用料縮減効果額を過剰に見込んだことから、不足する指定管理委託料を補てんするもの

であります。 

○ 農林水産業費は、1億 1,793万円の減額であります。 

園芸振興事業などについて、決算見込みに基づく予算の整理と国庫支出金の交付決定等
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にあわせた財源の組替えを行うほか、国の地方創生拠点整備交付金を活用して、安塚区樽

田地内の雪室及び隣接する雪だるま物産館の改修に要する経費を増額するとともに、同じ

く国の中山間地域所得向上支援事業を活用して、上越市産の米粉用米を活用する米粉麺製

造施設整備及び三和区、浦川原区内の観光農園の園内道路整備への支援に要する経費を増

額するものであります。 

このほか、特定防衛施設周辺整備調整交付金の確定に伴い、特定防衛施設周辺整備調整

交付金事業基金への積立金を増額するものであります。 

○ 商工費は、8億 5,568万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。 

○ 土木費は、1億 8,045万円の減額であります。 

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、国庫

支出金の交付決定等にあわせて財源を組み替えるものであります。 

○ 消防費は、4,506万円の増額であります。 

消防施設整備費などについて、決算見込みに基づく予算の整理と国庫支出金の交付決定

等にあわせた財源の組替えを行うほか、上越地域消防事務組合の庁舎建設等に伴う負担金

を増額するものであります。 

また、災害対策費では、県の新たな津波浸水想定の公表が遅れたことなどから、市の津

波・洪水ハザードマップや避難所マップの作成及び津波避難対策基本計画の策定に係る経

費を減額するとともに、県が構築し市町村と共同利用する被災者生活再建支援システムの

整備に係る負担金を増額するものであります。 

○ 教育費は、7億 7,280万円の増額であります。 

小学校市単独事業などについて、決算見込みに基づく予算の整理と国庫支出金の交付決

定等にあわせた財源の組替えを行うほか、小・中学校大規模改造事業及び春日新田小学校

の一部と小猿屋小学校の統合校建設事業において、国の学校施設環境改善交付金の追加内

示を受けたことから、平成 29年度に計画していた工事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。 

○ 災害復旧費は、1,610万円の減額であります。 

道路橋梁災害復旧費について、決算見込みに基づき予算を整理するほか、春日山城跡土

砂崩落に係る災害復旧では、国庫支出金の交付決定等にあわせて財源の組替えを行うもの

であります。 

○ 公債費は、8,928万円の減額であります。 
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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。 

○ 市税は、3億 6,752万円の増額であります。 

個人市民税は、給与所得及び譲渡所得が当初見込みを上回ったことなどから 2 億 1,237

万円を、法人市民税は、大手製造業及び建設業などの一部において、業績が当初の予測を

上回る見込みとなったことから 1 億 1,717 万円を、市たばこ税は、卸売本数の減少が当初

の予測より小幅に留まったことから 4,484万円を、それぞれ増額するものであります。 

○ 地方揮発油譲与税及び自動車取得税交付金は、それぞれ交付見込みにあわせて増額する

ほか、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得

割交付金及び地方消費税交付金は、同じく交付見込みにあわせて減額するものであります。 

○ 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。 

○ 使用料及び手数料は、上越妙高駅駐車場使用料を決算見込みにあわせて増額するもので

あります。 

○ 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。 

○ 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。 

○ 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。 

○ 繰入金は、災害対策基金からの繰入金を増額するほか、決算見込みにあわせて、歴史的

建造物等整備支援基金からの繰入金を減額するものであります。 

○ 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

額するとともに、事業の決算見込みにあわせて整理するものであります。 

○ 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 1 億 6,578 万円増額

するものであります。 

 

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

いて、繰越明許費を設定するものであります。 

○ 第 3 表は、債務負担行為の補正であります。委託業務及び管理経費の追加が生じた 2 件

の管理運営業務委託について、新たに債務負担行為を設定するものであります。 

○ 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
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うものであります。 

 

○ 議案第 17号から議案第 24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あります。 

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、公債費などについて、決算

見込みにあわせて予算を整理するほか、資本費平準化債発行可能額の変更等に伴い財源を

組み替えるものであります。 

農業集落排水事業特別会計では、排水処理管理費及び公債費などについて、決算見込み

にあわせて予算を整理するとともに、資本費平準化債発行可能額の変更等に伴い財源を組

み替えるものであります。 

介護保険特別会計では、保険料収入が当初の見込みを上回ることから増額するとともに、

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、委託料、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。 

病院事業会計では、上越地域医療センター病院の指定管理者を指定するため、債務負担

行為を設定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 28号は、上越市市民交流施設高田公園オーレンプラザ条例の制定についてであり

ます。高田公園において整備を進めている市民交流施設について、名称を上越市市民交流

施設高田公園オーレンプラザとし、本年 9月 29日から供用を開始するとともに、同施設を

中央公民館、高田地区公民館及び女性サポートセンターに位置付けるものであります。 

                   

○ 議案第 29 号 上越市公告式条例の一部改正は、公告等の内容をホームページに掲載する

ことで情報収集に係る市民の利便性を高めることとし、掲示場の集約を図るものでありま
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す。 

 

○ 議案第 30 号 上越市個人情報保護条例の一部改正は、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、情報提供等記録の定義を改め

るなど、所要の改正を行うものであります。 

 

○ 議案第 31 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ほか、非常勤特別職のうち廃止するも

のに係る規定を削除するものであります。 

 

○ 議案第 32 号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正は、育児又は介護を行う

職員の福祉の増進及び公務能率の向上を図るため、早出遅出勤務制度を導入するものであ

ります。 

 

○ 議案第 33 号 上越市大規模開発行為の適正化に関する条例の一部改正は、電気事業法の

一部改正により一部の電気事業が届出制又は登録制とされたことを受け、当該電気事業に

係る開発行為を大規模開発行為に位置付けるものであります。 

 

○ 議案第 34 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

する法律の一部の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物消費性能基準

に適合するかどうかの判定の手数料等を定めるなど、所要の改正を行うものであります。 

 

○ 議案第 35 号 上越市行政財産の使用料徴収条例の一部改正は、行政財産の目的外使用に

ついて、使用料の算定方法に係る規定を整備するとともに、使用料のほかに使用者が負担

すべき必要経費を見直すものであります。 

 

○ 議案第 36 号 上越市市税条例等の一部改正は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部改

正を受け、法人市民税の法人税割の税率引下げ及び軽自動車税の環境性能割の導入に係る

施行期日を変更するほか、所要の改正を行うものであります。 

 

○ 議案第 37 号 上越市地域自治区の設置に関する条例の一部改正は、劔町内会の世帯の一
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部が高士区の高和町町内会に編入されたことに伴い、津有区及び高士区の区域を変更する

ほか、南部まちづくりセンターが福祉交流プラザへ移転することに伴い、関係する規定を

整備するものであります。 

 

○ 議案第 38 号 上越市診療所条例の一部改正は、安塚診療所について、指定管理施設から

市直営施設に移行するものであります。 

 

○ 議案第 39 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、六ノ

辻住宅の供用を廃止するものであります。 

 

○ 議案第 40 号 上越市立学校条例の一部改正は、春日新田小学校の一部と小猿屋小学校を

統合し、有田小学校とするものであります。 

 

○ 議案第 41 号 上越市使用料の徴収に関する条例の一部改正は、施設の老朽化及び利用者

の減少を受け、牧中学校屋外運動場の照明設備の供用を廃止することに伴い、当該施設の

使用料の規定を削除するものであります。 

 

○ 議案第 42 号及び議案第 43 号は、上越市公の施設の再配置計画に基づき、頸城地区公民

館大瀁分館など 15施設の供用を廃止することに伴い、それぞれ関係する条例を一部改正す

るものであります。 

 

○ 議案第 44 号 上越市工場立地法地域準則条例の一部改正は、工場立地法の一部改正を受

け、同法からの引用条項を整備するものであります。 

 

○ 議案第 45号 上越市肉用繁殖牛貸付事業基金条例の一部改正は、肉用牛の市場価格の高

騰及び市内の肉用牛農家の減少を受け、農家の初期投資の軽減を図り、もって地場産牛の

生産を一層振興するため、基金の額を増額するものであります。 

 

○ 議案第 46 号は、民間の開発行為に伴い、新たに 3 路線を市道に認定するものでありま

す。 

 

○ 議案第 47号は、総合博物館大規模改修工事について、制限付き一般競争入札の方法によ
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り、工事請負契約を締結するものであります。 

 

○ 議案第 48 号は、平成 26 年 6 月に契約を締結した上越市廃棄物処理施設整備及び運営事

業建設工事について、原材料費及び労務費の高騰に対応するため、当該契約の変更に係る

規定に基づき建設工事費を増額することとし、工事請負変更契約を締結するものでありま

す。 

 

○ 議案第 49 号及び議案第 50 号は、旧折居消防器具置場を地元町内会へ、また、有間川漁

港鮮度保持施設（貯氷施設）を上越市漁業協同組合へ、それぞれ無償譲渡するものであり

ます。 

 

○ 議案第 51 号及び議案第 52 号は、上越地域医療センター病院及び上越市教育プラザ体育

館の指定管理者を指定するものであります。 

 

○ 報告第 1 号は、2 月 13 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 4 億 7,000 万円を追加し、予算規模を 1,192 億 7,190 万円といたし

ました。本年 1 月 13 日から 1 月 15 日にかけて、昨年同時期の 3 倍を超える積雪量となっ

たことを受け、市道除雪の徹底及び以後一週間に渡り排雪作業を実施したことに伴い、多

額の除雪費を要することとなりました。また、その後の断続的な降雪につきましても、都

度必要な対応に当たってまいりましたが、2 月 11 日から 2 月 13 日にかけて、再び降雪量

が増加したことへの対応が必要となり、今年度の除雪費に不足が生じる見込みとなりまし

たことから、所要の市道の除排雪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。 

 

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。 

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しており、また、

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

から始まるガス小売の全面自由化を始めとするガスシステム改革や簡易水道事業の水道事業

への統合など、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て供給し続け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 29年度予算について、各会計の概要をご説明いたします。 

○ まず、議案第 13号は、平成 29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、施設や導管

の耐震化及び経年管の更新を進めるとともに、企業債の借入れを抑制することにより、収

益的収入では 17.8％減の 59億 4,936万円を、また、収益的支出では 18.6％減の 57億 4,886

万円をそれぞれ計上し、純利益は 26.7％増の 1 億 3,412 万円を予定するものであります。 

資本的収入では 52.2％減の 1 億 1,352 万円を、また、資本的支出では 9.2％減の 14 億

1,771万円をそれぞれ計上し、不足する 13億 419万円は内部留保資金で補てんすることと

いたしました。 

 

○ 議案第 14号は、平成 29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、施設や管路

の耐震化を進めるとともに、簡易水道事業との統合によるスケールメリットを生かし、施

設の統廃合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 8.9％増の 68 億

975万円を、また、収益的支出では 13.1％増の 57億 6,404万円をそれぞれ計上し、純利益

は 12.8％減の 9億 1,721万円を予定するものであります。 

資本的収入では 24.8％減の 8 億 7,077 万円を、また、資本的支出では 11.3％増の 34 億

5,983万円をそれぞれ計上し、不足する 25億 8,905万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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○ 議案第 15号は、平成 29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、収益的収入では微減の 1,718万円を、また、

収益的支出では 1.5％減の 1,444万円をそれぞれ計上し、純利益は 8.2％増の 274万円を予

定するものであります。 

 

次に、新年度からのガス水道局の組織体制について申し上げます。 

今回の見直しは、将来の事業継続に欠かせない技術対応力の強化のため、技術部門を機能

的に集約し、ガス水道施設の整備計画を担当し全体を調整する「施設整備課」を置くほか、

建設工事等を担当する「建設課」及び維持管理を担当する「維持管理課」に再編いたします。 

また、本年 4 月からのガス小売全面自由化への対応と営業力の強化を図るため、総務課内

に「経営企画室」を設置し、経営戦略的な視点を強化の上、積極的な営業展開を図るなど、よ

り効率的かつ機能的な組織に改編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。 

○ 議案第 25号から議案第 27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。 

決算見込みにあわせた予算の整理を行うほか、県の電子入札システム改修に伴う各事業

会計負担分の費用の補正を行うものであります。 

 

 ガス水道局の案件に係る説明は、以上であります。 

 


