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１．杉田 勝典  

（公明党） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の取組の成果について 

(1) 「まちの活性化」の分野において、令和元年度に空き家の利活用の促進

に向けた取組を行ったが、中心市街地を始めとする市域において、空き家、

空き店舗の利活用の活性化に向けた新たな芽生えや動き、活動の活発化が

あったと捉えているか。 

 

2. 令和元年度における行財政改革の取組の総括について 

(1) 「公共施設の適正管理の推進」に関し、公の施設の再配置の取組につい

て、地域住民の皆さんに説明を行ったと思うが、地域住民の理解や課題、

それに伴うハードルや困難さをどう捉えたか。 

 

3. 議案第 86号 令和元年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について 

(1) 決算額と財政計画との乖離及び収支不足額の状況等をどう捉え、分析し

ているか。 

(2) 実質単年度収支は黒字となったものの、その要因は除雪費の減によるも

のであり、実質的には歳出超過の財政構造に変わりはない。令和元年度末

の財政調整基金残高 100億円余りを確保したものの、今般のコロナ禍の影

響もあり不透明な情勢にある。今後の財政運営に懸念はないか。 

(3) 6款 1項 3目中、農業振興費について、令和元年度も経営規模拡大及び

スマート農業による米生産コスト削減に取り組み、園芸との複合営農を進

めたが、決算に当たり当市の農業をどう総括しているか。また、今後の方

針について聞きたい。 

(4) 令和元年度は、「産業観光部」を「産業観光交流部」に改め、多様な観

光交流を目指して新たなスタートを切り、「上越市観光交流ビジョン」の

策定を進めた。コロナ禍前までの観光振興施策における交流面での効果を

どう捉えているか。 

(5) 上越妙高駅周辺地区における支援について、進出した店舗や施設等の現

況から、その成果をどのように捉え、その後をどう期待しているのか。 

 

 

２．池田 尚江  

（創風） 

 

1. 議案第 99号 令和 2年度上越市一般会計補正予算（第 5号）について 

(1) 12 款 1 項 1 目中、地方債元金償還費について、前年度決算剰余金の処

分方法として、財政調整基金への積立てのほか、第三セクター等改革推進

債の繰上償還を行うとしているが、その狙いと効果について聞きたい。 

 

2. 議案第 95号 令和元年度上越市病院事業会計決算認定について 

(1) 上越地域医療センター病院基本計画の策定過程で行ったシミュレーシ

ョンの結果、明らかになった課題・問題点はどのようなものか。また、令

和 2年度に実施する「経営改善検証」をどのように進めるか、計画スケジ

ュールを含め、考えを聞きたい。 
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３．こんどう彰治  

（市民クラブ） 

 

1. 上越市まち・ひと・しごと創生総合戦略について 

(1) 当市の重要な課題となっている人口減少問題について、「上越市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」の最終年度として、総合戦略の取組の成果を

どう分析し、今後どのようにいかすのか聞きたい。 

 

2. 議案第 86号 令和元年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について 

(1) 財政指標において、財政健全化判断比率は、4つの指標全ての比率が令

和元年度においても警戒ラインとなる早期健全化基準を下回った。また、

実質公債費比率は、前年度の 12.0％から 0.2 ポイント改善し、11.8％と

なった一方で、将来負担比率は、前年度の 85.2％から 6.3 ポイント悪化

の 91.5％、財政構造の弾力性の判断基準となる経常収支比率は、前年度

の 94.7％から 0.1 ポイント悪化の 94.8％となっている。改善・悪化を含

め、今後、財政健全化に向け、どのように取り組んでいくのか聞きたい。 

 

3. 議案第 99号 令和 2年度上越市一般会計補正予算(第 5号)について 

(1) 2款 1項 3目広報広聴費中、広報事業において、約 1,000万円増額され

ている。この事業の効果をどのように想定しているのか聞きたい。 

 

4. 議案第 104号 令和 2年度上越市病院事業会計補正予算(第 2号)につい 

 て 

(1) 県の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業において、新型コロナ

ウイルス感染症対応従事者慰労金が給付されることから、上越地域医療セ

ンター病院に勤務する職員等への給付に要する経費を増額するものとさ

れ、給付対象者、給付金額が記載されているが、詳細について聞きたい。 
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４．橋爪 法一  

（日本共産党議員団） 

 

1. 議案第 86号 令和元年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について 

(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」中、広島

平和記念式典への中学生派遣について、「派遣人数を 8 人と変更したこと

から、これまで課題であった市民に向けた報告会を実施することができ、

体験の共有を図ることができた」という総括は一面的ではないか。改めて

全体的な総括を聞きたい。 

(2) 2 款 6 項 1 目監査委員費中、「監査委員活動費」の「工事監査」の中で

「女性の監督員・作業員のための施工現場の在り方について、検討を要望

した」とあるが、この結果はどうなったか。また、こうした女性の視点は

他の監査委員活動の中でどういかされているか。 

(3) 6 款 1 項 3 目農業振興費中、「園芸振興事業」で、電気柵の設置や捕獲

等を通じて鳥獣被害対策を積極的に進めてきたとしているが、イノシシに

よる水稲被害など鳥獣被害は拡大している。今後更なる対策強化が求めら

れているが、改めてどのように取り組む考えか聞きたい。 

 

2. 議案第 99号 令和 2年度上越市一般会計補正予算（第 5号）について 

(1) 今回の補正予算編成に当たって、市内経済対策を盛り込まなかったが、

基本的な方針について聞きたい。 

(2) 4款 1項 4目環境衛生費中、斎場整備事業では、事業者選定に係るアド

バイザリー業務委託に多額の補正予算が計上されているが、具体的にはど

のような業務を委託することになるのか。また、事業者選定までの流れは

どのように進むのか。 
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５．小林 和孝  

（輝） 

 

1. 第 6次総合計画の三つの重点戦略について 

(1) 交流の戦略の一つ「ひと・もの・情報が行き交う仕組みや体制の整備」

において、「当市をどのような観光地域にしていくのかという「ビジョン」

を市民の皆さんと共有した上で、一体感のある取組を推進するため、「上

越市観光交流ビジョン」を策定し、本年 4月に公表した」とある。公表直

前には、新型コロナウイルス感染拡大が懸念されていたが、ビジョンの公

表に当たり、どのような影響があったのか。 

 

2. 議案第 86号 令和元年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について 

(1) 一般会計の収入未済額は、1.7％減の 13億 9,388万円となった。監査委

員からも新たな収入未済の発生と累積防止に努めることを指摘されてい

るが、一般会計全体で 7,539万円が不納欠損として処分されている。決し

て少なくない額であるが、どのように捉えているか。また、収入未済額を

減らすことができた要因は何か。 

 

3. 議案第 95号 令和元年度上越市病院事業会計決算認定について 

(1) 上越地域医療センター病院基本計画が 3月に策定され、その策定過程で

行った収支シミュレーションにおいて、収支の悪化が見込まれる結果とな

ったとあるが、その原因を聞きたい。また、収支の悪化は、基本設計にも

大きく影響するものと考えられるが、どのように捉えているか。 

 

4. 議案第 99号 令和 2年度上越市一般会計補正予算（第 5号）について 

(1) 2款 1項 3目中、広報広聴費において、新型コロナウイルス感染症拡大

防止に向け「新しい生活様式」の定着を早期に図ることを目的とした冊子

を配布するとのことであるが、身近に感じる工夫があるのか聞きたい。 
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６．石田 裕一  

（みらい） 

 

1. 議案第 86号 令和元年度上越市一般会計歳入歳出決算認定について 

(1) 令和元年度の一般会計の主な歳入のうち、その根幹を成す市税は、当初

予算額を 5億 1,719万円上回る 310億 3,208万円の決算となったものの、

前年度と比べて 0.7％、2 億 987 万円の減となったことをどのように分析

しているか。そして、今後、財政状況が厳しくなることが予想される中で、

更なる自主財源の確保が重要と考えるが、どのように確保していくか考え

を聞きたい。 

(2) 2款 1項 7目中、企画調整費について、城下町高田再生推進事業では「城

下町高田の歴史・文化をいかした『街の再生』事業」の取組で「次世代の

街の担い手の育成と連携の強化を図ることができた」としているが、官民

連携の現状を聞きたい。また、これらの取組は、国土交通省等が選定する

「地方再生コンパクトシティ」モデル都市として選定されており、令和 2

年度は支援の最終年度を迎えている。令和元年度における事業の進捗状況

を聞きたい。 

(3) 10款 5項 5目中、水族博物館管理運営費について、「うみがたり」のプ

ロモーション活動を積極的に行ったとしているが、具体的な取組について

聞きたい。そして更なる魅力向上とブランド化を図ったとしているが、ど

のように図ったか聞きたい。 

 

2. 議案第 87 号 令和元年度上越市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について 

(1) 繰越金等を除いた実質単年度収支における 1億 5,887万円の赤字や、年

間平均被保険者数は前年度に比べて 3.9％減の 3万 6,331人という減少傾

向、一人当たり医療費の増加傾向といった状況をどう捉えているか聞きた

い。また、それぞれの改善策について聞きたい。 

 

 


