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１．山田 忠晴  

（公明党） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 市長の所信表明について 

(1) 第 2期上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略における「しごとづくり」

の分野では、市内ものづくり企業への集中的支援及び若者達の市内企業就

職を後押しするような取組を行うとある。地域内取引や若者雇用の増加に

向けた目標をどのように設定しているのか。 

(2) 第 6次総合計画の「交流」の戦略における「強みをいかした多様なコン

ベンションの展開」について、様々なイベントやスポーツ・文化交流など

が予定されている。当市の交流人口の拡大の可能性をどのように見通して

いるか。 

 

2. 議案第 1号 令和 2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大規模な建設事業の完了などにより 916億 7,942

万円となり、前年度に比べて大幅減となった。今後も歳入の見通しから同

規模の歳入歳出の予算規模が続くと考えてもよいのか。また、今回の予算

編成において、収支不足額の圧縮に向け、事務事業の見直しを含め特に工

夫した点は何か聞きたい。 

(2) 城下町高田の歴史・文化をいかした街なか回遊観光事業におけるガイド

ブック作成や、複数の市内施設の共通入館券発行については、観光事業な

どを担い推し進める民間団体や事業者とどう連携し、また、つながりをど

のように築いていこうとしているのか。 

(3) 情報システム事業の新規事業で、RPAソフトウェアの導入が計上されて

いるが、これは「スマート自治体」に向けた一つの取組と捉えていいのか。

また、今後の ICTを使った事務効率化に向け、更なる取組をどう考えてい

るのか。 

(4) 戸籍住民基本台帳費における、マイナンバーカード交付の現状と、今後

のマイナンバーカード普及に向けどのように取り組んで行くのか。 

 

3. 議案第 27号 上越市行政組織条例の一部改正について 

(1) 健康福祉部が「福祉部」と「健康子育て部」に分離され、機能的で分か

りやすくなったと思うが、医療と健康については不可分の関係にあり、今

回の改正でそれらの部門が分離されている。これらのすみ分けをどのよう

に整理したのか。また、両部に渡る課題などの調整はどのように行うのか。 
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２．田中 聡  

（輝） 

 

1. 市長の所信表明について 

(1) 第 2期上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略の取組について以下のこ

とを聞きたい。 

ア 当市が中枢中核都市の一つに選定されたことに端を発し、経済産業省

の支援を受け、新規に地域中核企業成長促進事業に取り組むとある。こ

れまでの企業支援との相違点を聞きたい。また、地域企業の活力向上の

みならず、人口流出を抑制するに至るまでの過程について市長の思いを

聞きたい。 

イ 子育て世帯の経済的な負担軽減や子育て環境の充実に向け、子育て世

代の現状とニーズを踏まえ、どのような思いで新年度予算編成を行った

のか聞きたい。 

(2) 第6次総合計画の重点戦略に基づく取組について以下のことを聞きた

い。 

ア 強みを生かした多様なコンベンションを展開するに当たり、宿泊場所

から会場までの交通手段及び会場周辺での飲食の提供についてどのよ

うに考えているのか。 

イ 水族博物館「うみがたり」は、開館以来、入館者が120万人を突破し、

市民はもとより多くの来場者から様々な評価を得ていると考える。これ

までの利用者からの意見や要望を踏まえ、人気を維持し、魅力を向上さ

せるため、新年度にどのような取組を考えているか。 

 

2. 議案第 1号 令和 2年度上越市一般会計予算について 

(1) 少雪による農業への影響に対する対応として、当初予算および補正予算

を含めてどのような思いで「少雪緊急対策事業」に取り組む考えか聞きた

い。 

 

3．議案第27号 上越市行政組織条例の一部改正について 

(1) 現行の「健康福祉部」を「福祉部」と「健康子育て部」に分離するとあ

るが、組織改編の検討経過並びに、改編後に強化される点について聞きた

い。 

 

4. 議案第38号 上越市福祉交流プラザ条例の一部改正について 

(1) 障害者に係る各種相談業務について、令和 2年度以降、すこやかなくら

し包括支援センター並びに市内 11 の地域包括支援センターで実施すると

あるが、どのような効果を想定しているのか聞きたい。 
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３．丸山 章  

（市民クラブ） 

 

1. 市長の所信表明について 

(1) 令和 2年度の当初予算案で述べている「第 2期上越市まち・ひと・しご

と創生総合戦略」、「第 6次総合計画の重点戦略による取組」で重点配分さ

れている事業内容や事業規模は、「人口減少等の克服」という大きな課題

に対し、どの程度の成果や見通しを立てているのか聞きたい。 

(2) 第 2期総合戦略におけるしごとづくりの分野で、研究開発や生産性の向

上等に積極的に取り組む、ものづくり企業を集中的に支援するとしている

が、ものづくりに特化した理由は何か。また、今後支援していく業種は、

どの分野を想定しているのか聞きたい。 

(3) 第 2期総合戦略における UIJターンとまちの拠点性・担い手づくりの分

野について以下の点を聞きたい。 

ア 担い手づくりの視点を新たに加え、若者が気楽に参加できる交流会を

開催し、まちづくりの参画につなげていくとしているが、意図する効果

が期待できるのか聞きたい。 

イ 若い世代に「ふるさと上越市」に対する理解と愛着を深める取組を進

めるとしている。誰しもが故郷に対する愛着や誇りはあるものの、生活

面等から止むを得ず転出・転居していると思う。あえて所信に述べた真

意を聞きたい。 

 

2. 議案第 1号 令和 2年度上越市一般会計予算について 

(1) 観光企画費について以下のことを聞きたい。 

ア 観光地域づくり実践事業は市民に託すような事業になっており、他の

事業も樹木に例えると枝葉に当たり、幹にならない施策であると感じ

る。これらの施策で日本人観光客、インバウンド客が当市に訪れるよう

誘導できるのか。現状の施策の価値、可能性をどのように考えているの

か。 

イ 市民に協力を求めることは大切であるが、なぜ、行政が幹にあたる施

策を市民に提案する気概を見せないのか聞きたい。 

(2) 第 6 次総合計画の施策の柱であるスポーツ競技力の向上に係る予算に

ついて以下の点を聞きたい。 

ア ジムリーナやオリンピック、全国高校総体(体操、弓道)に関わる事業

を併せると、合計 125,238千円の予算が計上されている。この多額の予

算を投資するからには、実のある市政につなげるべきであるが、将来的

なスポーツの振興にどのようにつなげていくのか。 

イ 他の課題が山積する中で、体力づくりや健康づくり等のような真に市

民が必要とする施策にどのように結び付けようとしているのか聞きた

い。 
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3. 議案第 12号 令和元年度上越市一般会計補正予算(第 5号)について 

(1) 少雪緊急対策事業について以下の点を聞きたい。 

ア 今冬の雪不足における水稲への水不足が懸念されるほ場に対し、簡易

な貯留施設の整備に係る費用に対して1か所当たり 2,000千円を上限額

として 9割の補助金を交付するとしている。しかし、水不足解消には相

当な水量を必要とすることから、高額な設置費用が掛かり、管理者の費

用負担がかさむと考える。この補助額で管理者が必要とする貯留施設の

整備ができるのか聞きたい。 

イ ため池等の維持修繕に係る費用について、1か所当たりの補助上限額

1,000千円は変更せず、補助率を 5割から 9割へとあげている。老朽化

が激しいため池が多く存在していることから、修繕にも多額の費用が掛

かると思われる。それに対応できる補助上限額に変更しなかった理由を

聞きたい。 
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４．石田 裕一  

（みらい） 

 

1. 市長の所信表明について 

(1) 本年4月から 10か所の総合事務所における時間外受付の体制について、

市民生活に支障が生じないよう、緊急時の電話転送や職員対応に万全を期

すとある。「複数職員による連絡体制の構築」と「マニュアル化」につい

て、進捗状況を聞きたい。 

 

2. 議案第 27号 上越市行政組織条例の一部改正について 

(1) 健康福祉分野の「行政需要が多様化し、拡大している」と「各種の施策・

事業を着実に実行する」とあるが、具体的な内容を示してほしい。また、

この改正により、部長が１名増となる。行政改革の視点から逆行する印象

があるが、見解を聞きたい。 

 

3. 議案第 12号 令和元年度上越市一般会計補正予算（第 5号）について 

(1) 雪国文化村リゾート推進事業において、温泉の宿「久比歧野」の浴室改

修工事に伴い増額するとあるが、その概略を聞きたい。 

 

4. 議案第 1号 令和 2年度上越市一般会計予算について 

(1) 7款 1項 2目中、地域中核企業成長促進支援事業について、経済産業省

に提案した「地域中核企業の成長の促進に資する事業」とは具体的にどの

ような事業か。また、提案した内容を聞きたい。さらに「ものづくり企業」

を集中的に支援するに当たって、当該企業をどのような基準をもって選定

するのか聞きたい。 

(2) 7款 1項 2目中、直江津港振興事業のうち、上越沖メタンハイドレート

商業化促進事業について、「市民の関心を高めるとともに直江津港の活用

を目指す」ことを目的としているが、新年度の取組で目的を十分に果たせ

ると考えているか聞きたい。 

(3) 7款 1項 3目中、観光地域づくり実践事業について、担い手同士の横の

つながりを築く場として「観光地域づくり実践未来塾」を開講するとして

いる。これについて、以下の点を聞きたい。 

ア 開塾するに当たって、専門講師を招くのか聞きたい。 

イ 塾生の規模をどのように考えているか聞きたい。 

ウ 事業は単年度で終了するのか、継続的に行うのか考えを聞きたい。 

(4) 普通交付税の増減理由として、「地域社会再生事業費創設による基準財

政需要額の増」とあるが、この国が新たに創設する地方団体が地域社会の

維持・再生に向けた幅広い施策に自主的・主体的に取り組むための「地域

社会再生事業費」は、単年度と理解してよいか、あるいは継続されるもの

なのか、現時点での見解を聞きたい。 
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(5) 国の地方財政対策では、臨時財政対策債が前年度から 0.1兆円削減して

いるが、当市の当初予算案における臨時財政対策債の発行額は、昨年度と

比べ 6億 8,860万円増となっている。国の地方財政対策と整合しない理由

を聞きたい。 
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５．橋爪 法一 

（日本共産党議員団） 

 

1. 議案第 1号 令和 2年度上越市一般会計予算について 

(1) 2款 1項 1目一般管理費の「非核平和友好都市宣言推進事業」について、

広島平和記念式典への中学生派遣を前年と同様の 8人としているが、令和

元年度の総括をどう行ったか。また、それを踏まえて新年度の取組をどう

展開するのか、その基本的な考え方を聞きたい。 

(2) 2款 1項 1目一般管理費の「区総合事務所管理費」、2款 1項 28目地域

振興費の「コミュニティプラザ管理運営費」については、昨年来、時間外

受付体制の見直し関連の問題が大きな議論となっており、12 月議会での

議論を受け、関係区に説明に入ったとのことであるがその結果を聞きた

い。また、それらの説明会を経て、新年度予算編成にはどんな配慮をした

のか聞きたい。 

(3) 2款 1項 23目政策研究所費の「調査・研究費」において、【2年度目標】

の一つとして「地域全体の政策形成能力の向上」を打ち出しているが、「研

究ネットワーク」としてどういう姿を追求しようとしているのか、できる

だけ具体的に説明してほしい。 

(4) 8款 7項 2目住宅整備費の「住宅リフォーム促進事業」について、見込

み件数は令和元年度当初予算と比較して 200件少なくなっているが、その

背景、理由について聞きたい。また、令和元年度は受付期間を前期と後期

に分けたという経過があるが、令和 2年度は 1回にしている。その考え方

について聞きたい。 

 

2. 議案第 27号 上越市行政組織条例の一部改正について 

(1) 「健康福祉部」を「福祉部」と「健康子育て部」に分離することについ

てどのように整理したのか聞きたい。 

(2) 健康分野と医療分野は密接な関係にあると思うが、今回の分離によって

連携についてどう考えるか聞きたい。 

 

3. 議案第 38号 上越市福祉交流プラザ条例の一部改正について 

(1) 改正理由を「基幹相談支援センターにおいて外部委託により実施してい

る障害者に係る各種相談業務について、すこやかなくらし包括支援センタ

ー並びに市内 11 の地域包括支援センターで実施する」としている。これ

までこうした相談支援を専門に担当してきた基幹相談支援センターから

地域包括支援センターに機能を移行するのはなぜか。また、生活困窮者の

相談機能も移行されるが、様々な困難をかかえた市民に十分に対応できる

のか。 
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６．大島 洋一 

（創風） 

 

1. 市長の所信表明について 

(1) 第６次総合計画の暮らしの戦略にある有害鳥獣対策の強化について、新

たに鳥獣被害対策実施隊を組織し、行政組織としても中山間地域農業対策

室が設置される。それぞれの狙いと、取組内容を聞きたい。また、森林で

の緩衝帯整備や市街地への出没抑制を含めて、有害鳥獣対策全体をどう考

え、どう対処しようと考えているか聞きたい。 

 

2. 議案第 1号 令和 2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約 917億円となり、市税収入は約 299億円となっ

た。ここ数年の市税収入の推移をみると、自主財源の確保が極めて重要で

あり、今後の見通しも含めてどのように考えているか。 

(2) 7款 1項 2目商工振興費の地域中核企業成長促進事業について、平成 30

年に中枢中核都市に選定され、昨年経済産業省の地域中核企業の成長の促

進に資する事業を提案し、支援事業として採択され、それを受けた事業と

して新たに予算計上している。この事業の趣旨や経緯、内容、今後の予定

など詳しく聞きたい。 

(3) 7款 1項 3目観光交流費の観光企画費について、第 6次総合計画の交流

の戦略として新たに観光地域づくり実践事業が事業化され、観光地域づく

り実践未来塾が開講される。この趣旨と内容について聞きたい。 

 


