平成 30 年第 1 回（3 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. 市長の所信表明について
(1) 昨秋の市長選で掲げた 84 の公約をどの程度反映した新年度予算となっ
たのか。また、公約に掲げた施策の優先度・緊急度などをどう捉え、新年
度予算を編成したのか聞きたい。
(2) 一般会計の予算規模は 965 億円余に止まったが、老朽化対策を含め様々
な生活関連のハード面でのインフラ環境整備が今後も必要であり、この予
算規模で十分に対応できると考えているか。
(3) 就学前児童の医療費の完全無料化について、平成 29 年度に実施した保
育料の軽減策に続く今回の子育て支援策に対する市長の強い思いを聞き
たい。
2. 議案第 1 号平成 30 年度上越市一般会計予算について
(1) 農業振興費において、米政策の見直しを踏まえ、園芸二毛作の拡大、雪
下・雪室野菜の販路拡大などの園芸振興に取り組むが、園芸算出額や農業
者の所得増などの観点で、農業施策によるどのような効果・成果を目指し
ているか聞きたい。
(2) 城下町高田の歴史・文化をいかした「街の再生」に 6,500 万円余りを計
上し、新たに 100 年映画館周辺交流広場整備事業などに取り組むが、これ
までの取組を踏まえ、市内外からの交流人口の拡大や回遊強化にどうつな
がっていくと考えているのか。
3. 議案第 27 号上越市中小企業･小規模企業振興基本条例の制定について
(1) 市全体の産業振興に向け、条例が果たす効果やメリットをどのように捉
えているか。
(2) 条例の制定を機に人手不足や後継者問題、販路拡大などこれらの課題の
解決に向け、今後どのように取り組んでいくのか。
4. 報告第 1 号専決処分した事件の承認について（平成 29 年度上越市一般会
計補正予算（専第 4 号））及び報告第 3 号専決処分した事件の承認につい
て（平成 29 年度上越市一般会計補正予算（専第 5 号））
(1) 今冬の豪雪による道路の除排雪などで市民からは多くの問合せや苦情
が寄せられたと思うが、苦情件数や内容も含め豪雪による市民生活への影
響をどのように捉えているか。
(2) 合わせて 16 億円の専決処分がなされたが、今後の除排雪に係る所要経
費の行方はどうか。また、国による緊急の特別交付税措置の対応等はある
のか。
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２．
平良木 哲也

1. 市長の所信表明について

（日本共産党議員団）

(1) 行政改革の取組について、
「第三セクターに対する市の関与方針を策定」
するとしているが、どのような視点、どのような目的で策定する考えか。
2. 議案第 1 号平成 30 年度上越市一般会計予算について
(1) 6 款農林水産業費の計上に当たっては、農業経営の高度化や農地集積と
集約化などに取り組むとしているが、一方、「環境にやさしい循環型農業
の確立」
「地域内自給を基本とした安全な食料の供給」、「多様な農業の担
い手の育成及び確保を図る」などとする「上越市食料・農業・農村基本条
例」の視点をどのようにいかしたのか。
(2) 8 款 7 項 2 目住宅整備費中、住宅リフォーム促進事業について以下の点
を聞きたい。
ア 経済効果が大きいことはこれまでも実証されている上、例年ほぼ満額
の申込みがある中で、前年度並みの予算を計上しなかったのはなぜか。
イ 今年度まで活用していた国の社会資本整備総合交付金を使わないとし
ているが、条件の適用の工夫で活用できる要素があるのではないか。
(3) 10 款 6 項 4 目体育施設費中、体育施設整備事業では、(仮称)上越市体
操アリーナの本体工事等に着手するとしているが、その前に市民意見を十
分に聞いたのか。
3. 議案第 7 号平成 30 年度上越市介護保険特別会計予算について
(1) 認知症総合支援事業で、上越市版オレンジプランを策定するとしている
が、何を目的にどのようなことを行う計画なのか。また、その効果の検証
はどのように行うのか。
4. 議案第 13 号平成 30 年度上越市ガス事業会計予算及び議案第 14 号平成
30 年度上越市水道事業会計予算について
(1) 昨年 8 月に発生した市役所木田第 2 庁舎の火災を受けて策定した「庁舎
再編の基本方針」に基づき、上越市ガス事業会計及び上越市水道事業会計
においてガス水道局新庁舎建設のための予算が計上されているが、移転す
るに至った経緯を聞きたい。
5. 議案第 27 号上越市中小企業・小規模企業振興基本条例の制定について
(1) 当事者たる中小企業･小規模企業関係者の意見や思い、要望をどう把握
したのか。
(2) 中小企業･小規模企業の具体的ニーズに対応する仕組みはどうなってい
るのか。また、市内企業の実態把握に関する規定が優先的に表現されてい
ないのはなぜか。
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6. 報告第 1 号専決処分した事件の承認について（平成 29 年度上越市一般会
計補正予算（専第 4 号））及び報告第 3 号専決処分した事件の承認につい
て（平成 29 年度上越市一般会計補正予算（専第 5 号））
(1) 除雪費の補正に当たっては、なぜ専決処分により対応したのか。
(2) 今冬は補正が必要なほどの豪雪で交通障害などが発生したが、市民生活
に深刻な影響を回避するのに十分な対応がとられたのか。

３．
波多野 一夫
（みらい）

1. 市長の所信表明について
(1) 市長 3 期目の初年度予算編成に当たり、市長公約である 84 の取組の全
てが今予算に反映されているか。反映できない事業や取組があるとすれ
ば、今後どのように対応していくのか。
(2) 自主財源確保の取組に関し、新たな動きが見えない。今後さらに厳しく
なる財政状況を踏まえ、自主財源確保をどのように行っていくか。
(3) 国が地方自治体の基金保有残高を疑問視する動向がある中、財政調整基
金のあり方に関し、現状での基金に対する認識と今後の方向性の考えはど
うか。
(4)「新水族博物館を核とした地域活性化」において、直江津駅前市有地利
活用事業、海浜公園整備事業、五智公園整備事業、旧直江津銀行活用事業
などを実施するとしているが、このことが即、直江津のまちの賑わいを創
出することに繋げられるのか。今後の中心市街地の活性化の展望も含めて
聞きたい。
(5)「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」におい
て、地域おこし協力隊を活用した集落支援を実施しようとしているが、こ
れまでの実績を踏まえ、人数増員に限らずどのような形で充実させていく
考えか。
2. 議案第 1 号平成 30 年度上越市一般会計予算について
(1) 城下町高田再生推進事業において、100 年映画館周辺交流広場整備事業
が計上され、その中で用地取得を行うとしているが、拠点性や新たな交流
の場の創出を図る上で、どのような考えのもと、場所の選定に至り、活用
していくのか。
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1. 市長の所信表明について
(1) 第 6 次総合計画及び上越市まち･ひと･しごと創生総合戦略に基づく取
組について、当市の人口減少の現状をどう把握し、その十分な対策となる
予算編成を行ったのか聞きたい。また、人口減少対策の更なる強化に向け、
どう取り組むのか。
2. 議案第 1 号平成 30 年度上越市一般会計予算について
(1) 歳入歳出の予算規模は 965 億円となり、普通建設事業費の減少などによ
り大きく減少した。当初計画になかった大規模な建設事業が追加となった
ことや普通交付税の算定方法の見直しに係る復元見込額の状況などを踏
まえ、今後の財政運営や第２次財政計画についてどのように見通している
か聞きたい。
(2) 交流の戦略として、ひと･もの･情報が行き交う仕組みや体制の整備、強
みを生かした多様なコンベンションの展開などを掲げ、新たに観光地域づ
くりモデル事業などに取り組むが、このモデル事業の趣旨と内容について
詳しく聞きたい。また、当市における観光振興政策の現状と課題をどう分
析し、展開していくのか。特に、観光客入り込み客数の状況、インバウン
ド対応や、コンベンション対応、商品開発等の今後の展望を聞きたい。
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（新政）
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1. 議案第 1 号平成 30 年度上越市一般会計予算について
(1) 市長公約に基づく事業が提案されたが、予算編成に当たっての基本的な
考え方について、以下の点を聞きたい。
ア 84 の市長公約を実現するため、どのような手順で進めるのが最も効果
的だと考え、予算を編成したのか。
イ 公約の進捗状況や４つのあるべきまちの姿に対する事業評価･検証を
実施する考えはあるか。
(2) 地方創生の取組では、４つの分野の中で結婚･出産･子育てに関する事業
にウエイトを置いているように思える。最大の課題である人口減少問題の
解決には、子育て支援策が最優先と考えているのか。
2. 議案第 27 号上越市中小企業･小規模企業振興基本条例の制定について
(1) 提案に至る経緯と議論の経過について聞きたい。また、この条例は、前
文がなく、思いやねらいが伝わりにくいと感じるが、その点も合わせて聞
きたい。
(2) 当市における中小企業･小規模企業の実態（対象となる企業数や全体に
占める割合など）を明確にし、さらに、これらの企業の当市経済にとって
の重要度を聞きたい。
(3) 中小企業･小規模企業の振興に関する総合的な施策を市長が策定すると
しているが、行政が主導するのは本来の主旨ではなく、中小企業･小規模
企業を取り巻く経済団体、金融機関、大学、教育機関などに加えて市民も
一緒になって話し合い、取り組んでいくことが原則だと思うが、その仕組
みは保障されているか。
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