平成 29 年第 3 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平成 28 年度の取組について
(1) 産業の戦略において、インターネットを活用して顧客や販路の拡大に取
り組む中小企業者の支援や若者の雇用促進、職場定着と地元定住促進の支
援などに取り組んだが、それぞれ、取組の成果や課題をどのように捉えて
いるか聞きたい。
(2) 平成 28 年度の上越妙高駅の乗降客数の動向を踏まえ、「交流人口の拡
大」や「インバウンドの推進」に果たした北陸新幹線の役割について、ど
う分析しているか。また、今後の上越妙高駅が果たす役割の見通しについ
ても聞きたい。
2. 上越市まち･ひと･しごと創生総合戦略に基づく平成 28 年度の取組につ
いて
(1) 総合戦略をけん引する「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」について、取組による成
果や課題を経済効果の観点からどのように分析しているか。
3. 議案第 71 号平成 28 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
(1) 市税は、前年度と比べて 3.0 億円、1.0％の減収となったが、高齢化の
進行が見込まれる中、個人市民税の動向をどう分析しているか。
(2) 普通建設事業費は、前年度と比べて 113.6 億円余りが増額となったが、
当市内の建設事業者への貢献度をどう認識しているか。
(3) 6 款 1 項 3 目農業振興費の担い手育成確保支援事業において、農地集積
率は 66.4％となった。そのうち法人の占める面積割合について、現状と
今後の見通しを聞きたい。また、新規就農者確保の観点から各種補助制度
などの支援に取り組んでいるが、新規就農者の現状や課題をどう捉えてい
るか聞きたい。
4. 議案第 87 号平成 29 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) 木田第 2 庁舎で発生した火災を踏まえ、防犯対策の強化に向けて防犯カ
メラの設置を提案されたが、防犯カメラの設置だけで十分なのか、それ以
外の検討はされたのか。
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２．近藤 彰治
（新政）

総括質疑

通告一覧

1. 議案第 71 号平成 28 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
(1) 自主財源の占める割合は、前年度に比べ 4.9 ポイント低い 42.0％とな
ったが、その理由を聞きたい。
(2) 市債残高は、1,210 億 7,504 万円となった。大型事業が山積したことが
増加理由のひとつと思われるが、どう捉えているか。今後の見通しも含め
て聞きたい。
(3) 収入未済額は、全会計で前年度に比べて 2.7％減少したが、総額で 26
億 6,733 万円の多額となっている。滞納整理などに、どのように取り組ん
でいるか。また、不納欠損処分も一般会計全体で 8,016 万円あるが、受益
者負担や市民負担の公平性を確保する観点からも極力なくすのが行政の
役目である。あわせて聞きたい。
(4) 経常収支比率は、前年度より 5.9 ポイント悪化して 95.6％となった。
比率が高いほど財政運営に支障をきたし政策的に使えるお金が少なくな
る。この数字をどう分析しているか。今後の対応も含めて聞きたい。
2. 議案第 87 号平成 29 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) 庁舎管理費及び庁舎整備事業において、木田第 2 庁舎の火災を受け、防
犯カメラの新設又は増設と焼損した庁舎の解体･撤去を行うための予算
を計上したが、以下の点について聞きたい。
ア 木田庁舎、各区総合事務所、教育プラザ及び南北出張所において、防
犯対策の強化を図るとしているが、その他の公共施設の対応はどうか。
イ 火災の原因が明らかになっていない中、一般財源で解体･撤去を行う
が、今後原因が究明され、漏電等の不可抗力であった場合、火災保険等
の適用はあるのか。
(2) 企画調整費において、上越地域におけるご当地ナンバーの導入に向けた
検討を行うための予算を計上したが、以下の点について聞きたい。
ア 以前、一般質問で取り上げられた際は、基準に満たず導入を断念した
経緯があった。今回、導入に向けた協議･検討を行うこととした経緯を
聞きたい。また、妙高市及び糸魚川市も加わり検討することとした経緯
についても聞きたい。
イ 今後、
（仮称）上越地域ご当地ナンバー導入検討会を設置し、検討を行
うこととしているが、導入のスケジュールなど分かる範囲内で聞きた
い。
3. 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について
(1) 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意義を
聞きたい。
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３．橋爪 法一
（日本共産党議員団）

総括質疑

通告一覧

1. 議案第 71 号平成 28 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
(1) 入札契約制度の改善･見直しについて、以下の点を聞きたい。
ア 第 5 次行政改革推進計画の平成 28 年度の取組結果において、制度改正
の目的が達成されたかの検証を行い、27 年度の改革目標については達
成されたと判断しているが、何をもってこのように判断したのか。
イ 今後は、必要に応じて入札契約制度の見直しを行うとしているが、
「必
要に応じて」とは、どういうことを想定しているのか。
(2) 2 款 1 項 1 目一般管理費中、事務管理事業において、「引き続き第三セ
クターの経営改善を促していく必要がある」としているが、その中でＪホ
ールディングス㈱も経営健全化に取り組んできたが、その到達点と今後の
課題についてどのように認識しているのか。
2. 議案第 87 号平成 29 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) 10 款 6 項 4 目体育施設費中、体育施設整備事業について、以下の点を
聞きたい。
ア 当初行政側が説明した施設は、既存アリーナの不十分な点の拡充であ
ったが、今回の提案は規模も建設場所も大きく変わっているがなぜか。
イ 当市では、数十億円単位の大規模施設の建設ラッシュになっている。
こうした中で、この規模の施設の建設は市民の理解を得られると考えて
いるのか。
ウ 基本設計、実施設計を行う中で、議会に対して十分な説明をしてこな
かったのはなぜか。
エ 財源の大部分に合併特例債を活用するとしているが、実際の市民負担
はどのくらいと試算しているのか。また、建設後の維持費は、どのよう
に見込んでいるのか。
オ この施設では、体操競技選手以外の一般市民の利用をどのように考え
ているか。
カ 建設予定地では、鉛とテトラクロロエチレンが検出されているが、安
全性は確保されるのか。また、安全性の確保のためにどのような手立て
をとるのか。
(2) 2 款 1 項 1 目一般管理費中、庁舎管理費について、以下の点を聞きたい。
ア 木田第 2 庁舎の火災を受けた防犯対策として、火災の防止あるいは被
害低減に資することのできない防犯カメラの設置のみにとどまったの
はなぜか。被害低減のためのスプリンクラーの設置等の提案がないのは
なぜか。
イ 今回の火災を受けた防犯対策として、今後どのように考えているか。
3. 議案第 97 号上越科学館条例の一部改正について
(1) 指定管理者制度に移行する理由を聞きたい。
(2) 指定管理者制度に移行することにより、「市民の自然科学に関する教養
を高め、市民の文化向上に寄与する」としている本来の教育上の目的が阻
害され、設置の主旨が損なわれることはないか。
(3) これまでのサービスの質の低下、利用者の負担増につながるおそれはな
いか。また、こうしたリスクを防ぐためにどのような手立てをとるのか。
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４．櫻庭 節子
（みらい）

総括質疑

通告一覧

1. 平成 28 年度決算の概要及び特徴について
(1) 平成 28 年度決算では、財政計画で見込んでいた歳出超過が現実となり、
財政調整基金からの繰入金が大幅に増加した。今後も普通交付税をはじめ
とした経常一般財源の更なる減少が見込まれる中、どのような形で財政運
営を進めていくのか。
2. 平成 28 年度主要事業の成果について
(1) 「お年寄りのすこやかな暮らしを支える“つながり”の強化」の取組に
おいて、他市に先駆けて取り組んだ地域支えあい事業は、一定の成果を上
げており、課題も整理されてきたと思うが、事業成果と課題について聞き
たい。また、今後どのように取組を広げ、対応していくのか。
(2) 「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、地域おこし協力隊や集落づくり推進員の施策は、当市への移住
定住の促進につながっているか。また、今後、移住定住促進に繋げていく
考えはあるか。
3. 議案第 87 号平成 29 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) 盗難事件や火災などの発生により市の施設管理能力に関する脆弱さが
露見した。今回、木田第 2 庁舎で発生した火災を踏まえ、防犯カメラの設
置費用が提案されたが、防犯カメラの設置でとりあえず、十分な備えにな
るのか。今後、防犯体制の強化に向けてどのように取り組むか。
4. 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について
(1) どのような経緯で診療科目を追加することができたのか聞きたい。
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５．大島 洋一
（創風）

総括質疑

通告一覧

1. 議案第 71 号平成 28 年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について
(1) 財政力指数は前年度に比べ改善した一方、経常収支比率は 5.9 ポイント
悪化して 95.6％となった。この点について、どう分析しているか。今後
の見通しも含め聞きたい。
(2) 将来負担比率及び実質公債費比率はそれぞれ改善したが、その要因をど
う分析しているか。今後の見通しも含め聞きたい。
(3) 地域おこし協力隊や中山間地域支え隊等が中心になり中山間地域の活
性化に取り組んだが、人口減少と高齢化が急速に進行している現状を踏ま
え、どう総括しているか。
(4) 小中一貫教育のモデル事業を平成 25 年度から実施しているが、小中一
貫教育の取組をどのように総括しているのか。また、総括を踏まえ、今後
どのように取り組む考えなのか聞きたい。
2. 議案第 87 号平成 29 年度上越市一般会計補正予算（第 2 号）について
(1) （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
地の取得費用が計上された。この建設候補地が最も適切である理由を聞き
たい。また、テトラクロロエチレンと鉛が検出されたが、その対応につい
てどのように考えているか。
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