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担当課 財政課・企画政策課

平成 30 年度に実施した主な事業について
第６次総合計画の三つの重点戦略
【戦略１】暮らし ～暮らしの安心感を高める“つながり”の構築～
１ “つながり”を育むまちづくり
予算事業名称
（事業名）
市民活動推進事業
（市民活動推進事業）

決算額
（千円）

取組状況

地域コミュニティや多様な市民活動団体による支え合い活動
の一層の活性化を図るため、ＮＰＯ・ボランティアセンターに
4,275
よる情報発信を行うとともに、市民活動団体が求める各種講座
や団体同士の交流会、市民活動体験ツアーを開催した。

市民活動推進事業
（地域コミュニティ活動
サポート事業）

地域コミュニティの課題解決に向けた活動を支援するため、
地域づくりアドバイザーを町内会等の 3 団体に派遣したほか、
379
平成 29 年度に本事業を実施した 2 団体のフォローアップを実施
した。

地域振興事業
（住民組織活動基盤整備
事業）

高齢者の地域支え合い事業の受託を契機に、地域の活力向上
3,500 に取り組む住民組織の活動を支援するため、新たに 1 団体に対
して車両等の購入費用を助成した。

地域活動支援事業
（地域活動支援事業）

地域の課題解決や活力向上を図るため、地域活動資金を 28 の
171,868 地域自治区に配分し、地域住民の自発的・主体的な取組を支援
した結果、延べ 346 件の事業が実施された。

民生委員・児童委員活動費
（民生委員・児童委員活動
費）

地域における身近な相談役であり、行政等の関係機関とのつ
なぎ役である民生委員・児童委員、主任児童委員の皆さんの活
25,955
動に必要なスキルを習得するための各種研修会などを実施し
た。

災害対策費
（自主防災組織の結成促
進及び活動支援）

自主防災組織等の活性化と地域防災力の向上を図るため、自
主防災組織等が行う防災資機材の購入や防災訓練等の活動に要
6,368
する経費に対して補助金を交付したほか、防災士養成講座を開
催し、新たに 50 人の防災士を養成した。

社会福祉総務管理費
（社会福祉総務管理事務
費）

【上越市第 2 次地域福祉計画の策定（258）
】
地域における福祉サービスや社会福祉活動への住民参加を促
13,672
進するため、当市の地域福祉の在り方を定めた「上越市第 2 次
地域福祉計画」を策定した。

福祉避難所整備事業
（福祉避難所整備事業）

特に配慮を必要とする高齢者や障害のある人などが安心して
避難生活を送ることができるよう、福祉避難所に指定した社会
2,273 福祉施設等に対して新規避難対象者分の災害備蓄品を追加で配
備するとともに、災害時に迅速かつ的確に対応できるよう、社
会福祉法人等と連携して避難訓練を実施した。
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予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

災害対策費
（災害救援物資の整備）

12,840

指定避難所の環境を改善するため、簡易トイレや暖房資機材
等を増強配備した。

公民館事業
（公民館事業）

55,634

学びを通じた人づくり、地域づくりを推進するため、元気の
出るふるさと講座など、318 の公民館事業を実施した。

２ こどもたちのすこやかな育ちを育む“つながり”の強化
予算事業名称
（事業名）
こどもセンター運営事業
（こどもセンター運営事
業）

子育てひろば運営事業
（子育てひろば運営事業）

決算額
（千円）

取組状況

安心して子育てができる環境を整えるため、高田公園オーレ
ンプラザ及び市民プラザ内の各こどもセンターにおいて、子ど
48,211
もの遊び場のほか、保護者同士の交流の場を提供するとともに、
子育て相談や情報の提供、講座等を実施した。
安心して子育てができる環境を整えるため、市内 27 か所にお
いて未就園の児童とその保護者を対象に親子の遊びの場や保護
108,735
者同士の交流の場を提供するとともに、子育て情報の提供や相
談支援を実施した。

子育て支援事業
（すこやかな育ち総合支
援事業）

子どものすこやかな育ちを切れ目なく支援するため、市内の
小中学校及び上越地域の高等学校等を訪問し、困りごとや不安
5,320 を抱える児童生徒について情報共有するなど、子どもの育ちに
関する包括的な相談窓口として、庁内関係課や関係機関と連携
し、必要な支援を行った。

こども発達支援センター
事業
（児童発達支援事業）

子どものすこやかな育ちを支援するため、子どもの発育、発
達に不安を抱える保護者からの相談を受け、必要な療育を提供
するとともに、就学アドバイザーと連携して就学前後の切れ目
15,150 のない支援を実施した。また、新たにこども発達支援センター
体験・見学会を開催し、参加した保護者にこども発達支援セン
ターへの理解を深めてもらうとともに、支援が必要な子どもの
センターの利用に向けた取組を行った。

放課後児童クラブ運営費
（放課後児童クラブ運営
費）

放課後児童クラブの利用料金の改定に伴い、多子世帯への負
292,722 担を軽減するため、減免制度を拡充し、利用児童の 2 人目を半
額、3 人目以降を全額減免とした。

コミュニティ・スクール事
業
（コミュニティ・スクール
事業）

保護者や地域の意見を学校運営に反映し、特色のあるよりよ
い学校づくりや学校や地域の課題解決のため、学校・家庭・地
域が連携し、地域ぐるみの教育活動や健全育成の取組を実施し
4,615 た。
また、学校運営協議会代表者懇談会において、実践発表や情
報交換を行うことで、それぞれの学校運営協議会の改善や充実
が図られた。
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予算事業名称
（事業名）

青少年健全育成センター
運営費
（地域青少年育成会議活
動支援）

決算額
（千円）

取組状況

地域の特性をいかした青少年の健全育成と地域の教育力向上
9,719 のため、22 の地域青少年育成会議に交付金を交付して活動を支
援した。

３ お年寄りのすこやかな暮らしを支える“つながり”の強化
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

【介護保険特別会計】
一般介護予防事業
（一般介護予防事業）

【通いの場の設置（26,774）
】
高齢者の介護予防のため、地域自治区ごとに通いの場を設置
27,593 し、高齢者が気軽に集い、交流できる場を前年度よりも 133 回
多く開催し、延べ参加者数も 3,161 人増やすことができた。
（延
べ 3,567 回、43,588 人）

ふれあいランチサービス
事業
（ふれあいランチサービ
ス事業）

地域包括支援センターやケアマネジャーが実施するアセスメ
74,101 ントに基づき、バランスのとれた食事を提供するとともに、安
否確認を行い、ひとり暮らし高齢者等の見守り支援につなげた。

認知症総合支援事業
（認知症総合支援事業）

認知症施策を総合的に推進し、認知症の人や、その家族を支
援するため、新たに「上越市認知症施策総合戦略（上越市版オ
レンジプラン）
」を策定した。
3,039
また、専門職で構成する認知症初期集中支援チームにより、
介入が困難な認知症の人の受診支援やその家族への支援を実施
したほか、
「認知症に関する講座」を開催し、市民に認知症につ
いての現状や課題、最新の医療情報などを伝えた。

日常生活用具助成事業
（緊急通報装置貸与）

健康面に不安があるなどのひとり暮らし高齢者等の事故防止
等を図るため、地域包括支援センター等と連携し、緊急通報装
34,177
置を貸与することにより、高齢者の不安の解消と緊急時におけ
る適切な対応につなげた。

老人クラブ助成事業
（老人クラブ助成事業）

会員同士の交流を深め、高齢者の生きがいと健康づくりの推
24,954 進を図るため、老人クラブ及び老人クラブ連合会に補助金を交
付し、活動を支援した。

老人趣味の家等管理運営
費
（老人趣味の家趣味講座
運営）

高齢者同士の交流を促し、生きがいづくりや健康づくりを
4,444 促進するため、趣味講座の開催や高齢者が集える場を提供し
た。

シルバー人材センター費
（シルバー人材センター
補助金等交付事業）

活力ある地域づくりの推進役を担う高齢者の活動と活躍
17,971 の場づくりのため、シルバー人材センターへの支援を実施し
た。
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４ 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
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況
【中山間地域元気な農業づくり推進員の配置等（8,260）
】
中山間地域農業の維持と地域農業を担う体制を確立するた
め、
「中山間地域元気な農業づくり推進員」を配置するととも
に、地域マネジメント組織が行う取組などを支援した。

中山間地域等活性化対策
事業
（中山間地域元気な農業
づくり推進事業）

【中山間地域農地活用促進モデル事業補助金（4,187）
】
農地の保全と農業・農村の活性化を図るため、これまで作物
18,915
を栽培していない農地で、山菜等の栽培を始める農業者等の団
体を支援した。
【中山間地域農業生産振興事業補助金（6,468）
】
農地の保全と農村の活性化を図るため、中山間地域等直接支
払制度協定農用地内の保全管理農地に、新たに収益作物を作付
けする農業者団体への補助金を新設して支援した。

中山間地域等活性化対策
事業
（中山間地域等直接支払
交付金）

中山間地域の農業生産活動の維持と農地の保全を図るため、
協定に基づき、農業生産活動や農道・水路の維持管理、集落の
共同取組活動などを行う農業者等に対し支援を行った。
564,376
また、中山間地域等直接支払制度の対象農用地を有する区域
の集落等において、集落懇談会を開催し、地域における農業の
将来像や農地の利活用について話し合いを行った。

担い手育成確保支援事業
（新規就農者等定住転入
促進事業）

【新規就農者農地耕作条件改善モデル事業（1,329）
】
新規就農者を確保するため、中山間地域で新たに耕作する農
5,140
地等を整備する認定新規就農者に対し、自己負担が事業費の
2.5％になるよう国県補助に上乗せ支援した。

中山間地域振興事業
（中山間地域支え隊事業）

集落行事や集落の課題に対応する労力が不足している中山間
地域を市全体で支えるため、企業や団体からボランティア協力
181 していただく中山間地域支え隊（平成 30 年度末で市内の 20 の
企業・団体が登録）を組織し、集落からの協力要請に応じて、
合計 23 回、延べ 40 団体・174 人が地域貢献活動を実施した。

中山間地域振興事業
（地域おこし協力隊を活
用した集落支援）

中山間地域における集落の暮らしを守り、さらには集落の活
力の維持・向上に向け、集落の実情に応じた支援を行うため、
19,132 総務省の地域おこし協力隊制度を活用し、市内 6 地区で首都圏
等から中山間地域集落の活性化を志す人材を採用し、集落ビジ
ョンの実現に向け地域の住民とともに様々な活動を展開した。

地域公共交通運行対策費
（上越市地域公共交通活
性化協議会負担金）

【次期総合公共交通計画の策定（2,415）
】
次期総合公共交通計画の策定に当たり、効率的で利便性の高
3,464
い公共交通を再構築するため、市民や路線バス利用者を対象に
アンケートや聞き取り、路線バスの乗降調査を実施した。
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【戦略２】産業 ～地域の元気と働きがいを生む産業の創出～
１ 選ばれる“上越産品”づくりと市民ぐるみでの魅力発信
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

新産業振興事業
（メイド・イン上越推進事
業）

優れた工業製品と特産品の販路開拓・販売促進を図るため、
優れた商品をメイド・イン上越に認証するとともに、市内複数
施設に設置した常設販売コーナーや専用ホームページ、各種イ
ベント等でＰＲを行うなど、商品の魅力を市内外へ積極的に発
信した。
5,189
また、ものづくり産業の振興と当市のＰＲを図るため、農商
工の事業者間の連携による当市の多様な地域資源をいかした
「選ばれる産品」づくりの取組を進め、産品ごとの製造方法等
の共通ルールを設定するとともに、市内事業者による産品の商
品化を支援したほか、産品の普及拡大に取り組んだ。

アグリビジネス創出支業
事業
（6 次産業化支援事業）

農業者等の所得向上や雇用を確保するため、地域資源を活用
した特産品開発や農産加工に取り組む農業者に対し、農産加工
15,116
の拡大に必要な機械や設備の導入などの経費の一部を支援し
た。

農産物販売促進事業
（中山間地域棚田米等販
売強化支援事業）

中山間地域における高品質な棚田米の販路拡大と有利販売を
促進するため、新たな取組として中山間地域の農業者の意識醸
693 成を目的とした講演会や、棚田米等の販売イベントを開催する
とともに、農業法人等に対し、棚田米等の販売促進活動に要す
る経費の一部を支援した。

農産物販売促進事業
（積極的な地場農産物の
販売促進事業）

上越産品が継続的に首都圏等の消費者の目に触れるような機
会を創出し、販売を促進するため、上越産農産物販売促進助成
2,851 金を交付し、首都圏マルシェへの出店や販促資材作成及び全国
規模の商談会への補助、市内の農業者と飲食店等とのマッチン
グフェア（商談会)の開催など、販促事業を実施した。

園芸振興事業
（地域間連携園芸生産拡
大事業費補助金）

地域連携型の園芸作物生産体制を構築するため、平野部の農
313 業者に供給するためのキャベツ苗を生産する中山間地域の農業
者団体を支援した。
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２ まちの未来を切り開く新産業の創出
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況
平成 22 年度に策定した「新幹線駅周辺地区まちなみ形成構
想」を実現するため、各種の支援策を実施した。

新幹線整備促進費
（新幹線新駅周辺地区ま
ちなみ形成推進事業）

【上越市新幹線駅周辺地区まちづくり補助金（3,147）
】
上越妙高駅周辺地区商業地域の地権者で組織する「上越市新
幹線駅周辺地区商業地域土地利用促進協議会」へ補助金を交付
するとともに、協議会と定期的に情報交換を実施し、活動を支
48,634
援したほか、協議会と協力して企業訪問を行った。
【優良建築物等整備事業補助金（12,100）
】
【建築資金借入利子前払事業補助金（31,994）
】
上越妙高駅周辺地区商業地域に進出する企業に対して建築
費の一部等を補助することにより、ビジネスホテルや商業施設
等の整備促進を図った。

商業振興支援事業
（ｅコマース推進事業）

インターネットを利用して商品、サービス等の販路開拓又は
市場拡大に取り組む市内中小企業者を支援するため、基礎的な
知識を学ぶ「e コマースセミナー」や、ネットショップを運営
2,208
するに当たり事業者が抱える様々な問題を解決するための「ネ
ットショップ個別相談会」を開催するとともに、インターネッ
トショップの開設等に要する経費の一部を補助した。

産業振興総務管理費
（創業の促進）

金融機関や商工関係団体と連携し、創業の促進を図るため、
創業への関心や理解の向上を図る創業セミナーを開催すると
2,119
ともに、創業支援利子補給補助金の対象者の拡大と上限額の引
上げを行い、創業者及び第二創業者を支援した。

企業振興事業
（人材育成事業）

小規模企業者の体質強化を図るため、自社の個別課題に応じ
て行う人材育成事業 6 件と従業員が 21 人以上の中小企業が行
660
う技術力の向上に係る研修 5 件に対し、経費の一部を補助した
ほか、製造業管理者向けのセミナー等を開催した。

新産業振興事業
（中小企業研究開発支援
事業）

6,016

企業振興事業
（見本市等出展事業補助
金）

市内の中小企業が製造する製品の販路開拓のため、市外で開
1,570 催される見本市への出展事業 10 件に対し、経費の一部を支援
した。

中小企業者等の経営基盤の強化を図るため、新技術や新製品
の開発 4 件に対し、経費の一部を支援した。

9

３ 生きがいを持って働けるまちづくり
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

雇用対策事業
（ワーク・ライフ・バラン
ス推進事業）

ワーク・ライフ・バランスを推進することで、市民がそれぞ
れの個性と価値観に応じた働き方を選択し豊かな生活を送る
ことができるよう、市ホームページを活用した情報提供や、啓
29 発チラシの作成による事業者への意識啓発を行うとともに、関
係機関と連携してマザーズ再就職支援セミナーを開催したほ
か、ワーク・ライフ・バランスや労務環境の在り方についての
セミナーを開催した。

雇用対策事業
（インターンシップ促進
事業）

インターンシップを実施しやすい環境を整備するため、ホー
ムページやパンフレット等による市内のインターンシップ受
入企業の紹介や、フェイスブックでインターンシップやＵＩＪ
4,052
ターンに関する情報等を発信するとともに、事業者向けの研修
会を開催することで、インターンシップの受入れに取り組む市
内事業者を支援した。

雇用対策事業
（市内企業雇用促進事業）

ＵＩＪターンを促進し、若者が市内で就労しやすい環境を整
えるため、当市に転入・就職した人や、初めて就職する市内在
2,877 住の若者に対して家賃や就職試験に要する交通費の一部を補
助したほか、関係団体と連携して大学生や高校生を対象に企業
見学ツアー等を開催した。

障害者就労支援事業
（障害者就労支援事業）

7,868

【農福連携障害者就労支援事業（1,240）
】
障害のある人の就労意欲の向上を図るため、障害のある人と
地域の農業者等がともに農作業に従事するモデル事業を実施
するとともに、障害のある人を受け入れる農業者の研修会や障
害の特性にあった農作業のマッチングを行った。
【障害者就労・定着促進業務委託（5,800）
】
在宅で生活している障害のある人の就業を支援するため、ジ
ョブサポーターを配置し、訪問や実習等の支援、職場開拓など
を行った。
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【戦略３】 交流 ～交流圏の拡大をいかした豊かさの向上～
１ ひと・もの・情報が行き交う仕組みや体制の整備
予算事業名称
（事業名）

観光企画費
（インバウンド推進事業）

決算額
（千円）

3,269

取組状況
【誘客促進・調査業務委託料（648）
】
外国人旅行者の誘客を促進するため、市内在住の外国人の
方々から、当市のイベントや自然、食、歴史、文化などの観光
資源を巡り、体験いただいた上で、その魅力をＳＮＳで発信し
てもらい、効果を検証した。
【クレジットカード利用端末機導入費等補助金（1,598）
】
外国人旅行者等に対応するため、市内の民間事業者が行うク
レジットカードの利用端末機の導入等に係る経費の一部を支
援した。

直江津港振興事業
（港湾振興企画事業）

【北前船日本遺産関連事業（7,274）
】
北前船の日本遺産認定を契機として、当市に遺る関連文化財
9,240
等の周知を図るとともに、関係自治体等と連携して、交流人口
の拡大に向けた取組を進めた。

国際化推進費
（友好交流促進事業）

海外友好都市とのこれまでの友好関係を更に深めるため、中
国・琿春市、オーストラリア・カウラ市、オーストリア・リリ
エンフェルト市からの市長訪問団を受け入れ、今後の友好交流
4,422 の促進について意見交換を行った。
また、市民交流として、韓国・浦項市に市民代表が訪問した
ほか、浦項市から交響楽団や高校生を受け入れ、市民とのジョ
イントコンサートや学校交流などを通じた交流が図られた。
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２ 新水族博物館を核とした地域活性化
予算事業名称
（事業名）

水族博物館管理運営費
（管理・運営）

決算額
（千円）

取組状況

新水族博物館「うみがたり」を学習の場、交流の場として利
用促進を図るため、市内外に対し施設のＰＲを図るとともに、
テーマである日本海に生息する水生生物の展示や、マゼランペ
237,112
ンギンの生息地の自然環境を再現した展示、鯨類の展示といっ
た常設展示のほか、特別展を開催するなど、指定管理者のノウ
ハウをいかした、魅力ある施設づくりに取り組んだ。

中心市街地活性化対策事
業
（まちづくり会社交付金
事業）

【新水族博物館を核とした地域活性化事業（3,466）
】
直江津地区への街なか回遊を促すため、新水族博物館を核と
15,808
した地域活性化検討会による「街なか特典プランづくり事業」
や「まちなか水族館事業」などを支援した。

中心市街地活性化対策事
業
（中心市街地活性化推進
事業）

【優良建築物等整備事業補助金（182,900）
】
定住人口の増加や商店街、公共施設利用者の利便性の向上の
192,067 ため、国の補助制度を活用し、民間事業者による直江津駅前に
おける分譲マンションとテナントが入居する複合施設及び立
体駐車場の整備を支援した。

歴史資源活用推進事業
（旧直江津銀行活用事業）

歴史的建造物である旧直江津銀行の保存と更なる活用を図
83,759 るため、建物の耐震改修工事等を実施し、平成 31 年 4 月に「ラ
イオン像のある館」としてオープンした。

３ 強みを生かした多様なコンベンションの展開
予算事業名称
（事業名）
みどりのまち推進事業
（全国さくらシンポジウ
ム in 上越実行委員会交
付金）

決算額
（千円）

取組状況

全国に当市の魅力を発信する機会として、全国さくらシンポ
296 ジウムを平成 30 年 4 月 12 日、13 日に高田公園オーレンプラ
ザをメーン会場に開催した。

観光振興対策事業
（地区別各種団体等への
補助金、負担金）

【コンベンション誘致促進（6,118）
】
交流人口の拡大に向けて、上越観光コンベンション協会と連
49,676 携し各種研究大会やスポーツ大会などのコンベンション誘致
の取組を進め、東日本ジュニア体操競技選手権大会など 12 件
の開催が実現した。

東京オリンピック・パラリ
ンピックホストタウン推
進事業
（東京オリンピック・パラ
リンピックホストタウ
ン推進事業）

ドイツのホストタウンとして、ドイツ柔道チームの合宿の受
入れにあわせ、市民とのスポーツ・文化交流を実施するととも
に、パラリンピック柔道の事前合宿の招致に取り組んだ。
14,008
また、市民が東京オリンピック・パラリンピックを身近なも
のとして実感できるよう、新体操日本代表オリンピアンを招い
た交流会やドイツ文化講演会等を開催した。

体育施設整備事業
（
（仮称）上越市体操アリ
ーナ整備事業）

「体操のまち上越」を全国に発信し、競技人口の増加や競技
力の向上はもとより、市民の健康増進や生涯スポーツの充実、
367,291 大会や合宿等の誘致拡大による県内外との人的交流の促進に
より、まちの活性化を図るため、令和元年度のオープンに向け
て、
（仮称）上越市体操アリーナ本体工事に着手した。
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予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

当市の貴重な歴史・民俗等について調査研究し、その成果を
展覧会や図録等の刊行物で市民に紹介するため、開館記念とし
て「徳川四天王 榊原康政の遺宝」のほか、2 つの企画展、さ
7,635
らには戊辰戦争 150 年特別展「高田藩と戊辰戦争」を開催する
など、地域の歴史学習の拠点施設にふさわしい事業を実施し
た。

博物館管理運営費
（企画展開催事業）

小林古径記念美術館増改
築事業
（小林古径記念美術館増
改築事業）

85,890

道路整備事業
（道路整備事業（県立武道
館周辺道路）
）

令和元年 9 月の県立武道館の竣工を見据え、周辺道路の円滑
45,764 な交通と安全な歩行者空間を確保するため、市道四ケ所大日線
の用地取得や物件移転補償及び道路改良工事を実施した。

小林古径邸敷地内に古径作品や上越ゆかりの美術作品等を
公開するため、展示施設等の増改築工事に着手した。

まち・ひと・しごと創生総合戦略の四つの政策分野
【政策分野１】しごとづくり
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

産業振興総務管理費
（ビジネスタウン推進事
業）

中心市街地への事業所開設の関心を高めるため、総務省主催
の「サテライトオフィス・マッチングセミナー」において、地
824 方都市へのサテライトオフィスの設置に興味のある企業に、当
市の居住環境や都市インフラ、ビジネス環境、市の支援策のＰ
Ｒを行い、サテライトオフィスの誘致活動に取り組んだ。

雇用対策事業
（若手社員定着支援事業）

若手社員の職場への定着と早期離職の防止を支援するため、
新入社員と中堅社員並びにその指導者がコミュニケーション
904
スキルやメンタルヘルスケア、コーチングなどを学ぶ研修会を
開催した。

技能労働者育成事業
（上越市高校生資格取得
支援補助金）

雇用対策事業
（障害者雇用対策事業）

1,071

市内在住の高校生が職業選択をしやすい環境を整えるため、
資格を取得する際の受験料の一部を支援した。

事業者の障害者雇用を促進するため、チラシの配布により事
業者の意識啓発を行った。
また、障害のある人の就労機会を拡充するため、障害のある
153
人が就職に有効な資格を取得する際の経費の一部を支援する
とともに、関係機関との連携により合同就職面接会を開催し
た。

13

【政策分野２】結婚・出産・子育て
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

公立保育所運営費
（公立保育所運営費）

【保育料の見直し】
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、国の多子世帯軽
1,846,940 減の基準を上回る市独自の制度として、年収約 470 万円未満相
当世帯の第 2 子の保育料の軽減を拡充したほか、ひとり親世帯
の第 1 子の保育料を非課税世帯と同額となるよう軽減した。

私立保育所等運営費
（私立認可保育園等の運
営）

【保育料の見直し】
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、国の多子世帯軽
2,329,155 減の基準を上回る市独自の制度として、年収約 470 万円未満相
当世帯の第 2 子の保育料の軽減を拡充したほか、ひとり親世帯
の第 1 子の保育料を非課税世帯と同額となるよう軽減した。

幼稚園施設管理費
（幼稚園施設管理費）

私立幼稚園教育振興事業
（私立幼稚園就園奨励費
補助金）
私立幼稚園教育振興事業
（私立幼稚園教育振興事
業施設型給付費）

【保育料の見直し】
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、国の多子世帯軽
7,835
減の基準を上回る市独自の制度として、保育園と同様の基準で
保育料を軽減した。

72,462 【保育料の見直し】
子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、国の多子世帯軽
減の基準を上回る市独自の制度として、保育園と同様の基準で
負担が軽減されるよう支援した。
173,724

妊産婦・子ども医療費助成
事業
（妊産婦・子ども医療費助
成事業）

子育て世帯の経済的な負担を軽減するため、平成 30 年 9 月
668,667 から小学校就学前児童を対象に、医療費の一部負担金を完全無
料化した。

母子保健事業
（不妊不育治療費助成事
業）

子どもを産み育てることを望む市民への経済的な負担を軽
15,730 減するため、不妊治療費助成事業を拡充し、不育症検査及び治
療を助成対象に追加した。

奨学金貸付事業
（奨学金貸付事業）

小学校就学援助費補助事
業
（小学校就学援助費補助
事業）

経済的理由で修学が困難な生徒等の進学を支援するため、返
34 還期間の延長や新たに入学準備金の貸付けを行うなど、制度を
拡充した。
【新入学児童学用品費（4,425）
】
経済的理由により就学が困難と認められる児童の保護者の
93,602
負担軽減を図るため、小学校へ入学する予定の児童の保護者に
対して、新入学学用品費を入学前に支給するよう拡充した。

14

予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

私立高等学校等教育振興
事業
（私立高等学校学費助成
補助金）

私立高等学校に通う生徒の保護者の負担軽減を図るため、市
6,358 町村民税均等割のみ課税世帯に対して、学費助成補助金を拡充
した。

私立高等学校等教育振興
事業
（私立高等学校運営費補
助金）

【私立高等学校スポーツ奨学金補助金（3,690）
】
17,006
スポーツ競技力の高い有望な生徒が活躍できるよう、スポー
ツ奨学金補助金の上限額を撤廃した。

公立保育所施設整備事業
（直江津地区新保育園整
備事業）

上越市保育園の再配置等に係る計画（第 2 期）に基づき、良
好な保育環境を確保するため、直江津地区の公立 2 園を統合し
784,729
た「なおえつ保育園」の建設工事を完了させるなど、平成 31
年 4 月の開園に向けた準備を進めた。

公立保育所施設整備事業
（名立区新保育園整備事
業）

上越市保育園の再配置等に係る計画（第 2 期）に基づき、良
32,588 好な保育環境を確保するため、新保育園建設予定地の用地造成
工事を継続して実施するなど、園舎建設工事の準備を進めた。

私立保育所等運営費
（保育所建設費等補助金）

【たちばな春日認定こども園整備（202,111）
）
】
春日区における保育需要に対応するため、幼稚園と未満児専
224,052
用保育園の統合による認定こども園の開園に向けた園舎整備
を支援した。

【政策分野３】まちの活性化
予算事業名称
（事業名）

空き家等管理促進事業
（空き家等管理促進事業）

決算額
（千円）

取組状況

空き家の発生予防と空き家を利活用した市内への移住を促
進するため、購入した空き家のリフォーム工事に合わせ公共下
水道への接続工事を行う場合に補助金額を加算して実施した
7,536 ほか、自身や親の生家等へ転居する際に行うリフォーム工事を
支援する補助事業を新たに実施した。また、空き家情報バンク
など各種支援制度を周知し、空き家等の利活用の促進を図っ
た。

【政策分野４】ＵＩＪターンとまちの拠点性
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

移住定住対策事業
（上越市ふるさと暮らし
支援センター）

当市への移住・定住を促進するため、上越市ふるさと暮らし
セミナーや移住体験ツアー、各区総合事務所や地域住民と連携
した現地案内対応等により、移住希望者に対し農作業・文化体
1,774
験・地元住民との交流など、当市での生活体験の機会を提供し
た結果、平成 30 年度では 5 組 7 人の方から上越市ふるさと暮
らし支援センターを通じて市内に移住していただいた。

定住促進奨学金貸付事業
（定住促進奨学金貸付事
業）

若者の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 29 人に対し、奨学金を貸し付
269
けるとともに、卒業後に市内に居住し、就業している 12 人の
返還額の 3 分の 2 に相当する額を免除した。
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国の地方創生推進交付金を活用した事業
【テーマ１】城下町高田の歴史・文化をいかした「街の再生」
予算事業名称
（事業名）

決算額
（千円）

取組状況

企画調整費
（城下町高田再生推進事
業）

高田市街地における街なか居住の促進や街なか回遊による
交流人口の拡大に向け、空き家等のリノベーションに関する取
28,213
組、街なかのサイン計画策定、広場整備用地取得を行うととも
に、民間団体等による先駆的な事業の支援を行った。

歴史資源活用推進事業
（歴史文化資産活用推進
事業）

高田市街地における交流人口の拡大等による経済効果の創
出に向け、地域の市民団体と連携したイベント「越後高田町家
10,779 三昧」を開催し、建物公開を行った。また、旧今井染物屋につ
いては、建物の保存と更なる活用に向けた構造などの詳細調査
や保存活用改修案の検討を行った。

旧師団長官舎管理運営費
（施設の維持管理（旧師団
長官舎）
）

明治期の貴重な洋風建築として旧師団長官舎を公開すると
ともに、施設をレストランや写真撮影等の場として活用した。
9,701
建物の保存と更なる活用に向けた構造などの詳細な調査や保
存活用改修案の検討を行った。

【テーマ２】雪室・利雪による地域産業イノベーション
予算事業名称
（事業名）
環境学習施設管理運営事
業
（環境学習・啓発事業）

決算額
（千円）
5,255

取組状況
【雪室や雪利用を学ぶ講座（443）
】
雪冷熱エネルギーの理解を深めるため、小中学生を対象とし
た雪室や雪利用を学ぶ環境講座を実施した。

新産業振興事業
（雪室商品開発等支援事
業）

地域特性である雪の冷熱エネルギー活用して地域産業を振
興するため、
「雪室推進プロジェクト」に参画する事業者が行
う雪室商品の開発 8 件に対し、経費の一部を支援したほか、販
18,835 売促進の取組や急速冷凍技術を活用して鮮度や品質を保持す
る取組を支援した。また、旧安塚ほのぼの荘の雪室を改修し衛
生面での機能向上を図るとともに、雪室の運営などに係る経費
の一部を支援した。

農産物販売促進事業
（雪下・雪室野菜販路拡大
支援事業）

雪下・雪室野菜の生産及び販路拡大に向けて、ＪＡえちご上
1,727 越が行う雪室・雪下野菜の市内外のイベントでのＰＲ活動、普
及・啓発資材の作成等の取組を支援した。

その他
予算事業名称
（事業名）

企画調整費
（重要施策企画調整事業）

決算額
（千円）

取組状況

【地方創生推進事業補助金（2,076）
】
上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略を推進するため、
「上
9,948
越市まち・ひと・しごと創生推進協議会」に参加する民間団体
等による意欲的かつ先駆的な事業を支援した。
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