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新市建設計画の変更について（案） 
 

 

１ 計画変更の背景 

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災の発生を受け、同年 8 月に震災の被害を受けた

合併市町村（以下「特定被災区域」という。）の実情に鑑み、当該市町村が旧合併特例

法第 11 条の 2 第 1 項の規定により起こすことができる地方債（以下「合併特例債」と

いう。）の発行期限を 5 年間延長する法律が制定・施行された。 

さらに本年 7 月には、被災した合併市町村以外においても合併特例債の発行期限を 5

年間延長する法改正が行われ、特定被災区域である本市においては、合併特例債の発

行期限が 10 年間延長されることとなり、平成 36 年度まで発行可能となった。 

 

２ 計画変更の目的 

東日本大震災の教訓を踏まえた防災・災害対応体制の強化などに対処するため、新

市建設計画の計画期間の延長等に係る変更を行い、合併特例債を有効に活用できる環

境を整えることにより、次の(1)～(3)に掲げる事業に取り組む。 

(1) 合併後 7 年が経過し、東日本大震災後の災害対応など、行政ニーズが変化する中、

新市を建設する上で新たに必要となる事業 

(2) 延長した計画期間内に予定されている市民生活に不可欠な事業 

(3) 社会情勢や財政状況の変化により、現行の計画期間では積み残しとなる事業 

 

３ 計画の変更内容 

(1) 上記「２ 計画変更の目的」を果たすために必要な計画の変更を行う。 

①計画期間を延長し、当該期間の財政計画を追加する。 

②上記２の（1）及び（2）に掲げる事業のうち、事業名が登載されていないもの

を新規に追加する。 

(2) 「Ⅲ 新市建設の基本方針」は変更しないが、計画の検証結果を反映して時点修

正を行う。 

①地域協議会への廃止の諮問が完了している事業、状況の変化等により実施見込

みのない事業等の名称を削除する。 

②計画策定後の法令等の改正、状況変化等により現状と合わなくなっている文言

等の修正を行う。 

 

４ 計画の延長期間 

上記「２ 計画変更の目的」を果たすためには、消防防災機能の整備、ごみ焼却施

設の建設などの検討・整備期間を考慮し、少なくとも平成 29 年度までの計画延長が必

要である。 

また、平成 23 年度に策定した財政計画（計画期間：平成 23～32 年度）は、平成 29

年度以降の収支の均衡が図られていないが、平成 24 年度以降の歳入歳出見通しを見直

すことによって、平成 29 年度までは、収支の均衡が図られる見込みである。 

以上から、新市建設計画の延長期間は平成 29 年度までの 3 年間とする。 

なお、平成 30 年度以降を終期とする事業に合併特例債を活用する必要が生じた場合

は、平成 25 年度以降に予定している財政計画の見直し結果を踏まえ、平成 30 年度以

降の収支の均衡を図った上で、再度計画期間の延長など必要な計画変更を行う。 
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５ 計画の検証結果 

  新市建設計画の「Ⅲ 新市建設の基本方針」については、合併当時の思いをまとめ

たものであるが、その方向性は現状においても変わらないため、引き続きこれを新市

建設の基本方針としていくこととする。 

「Ⅳ 新市の施策」以下「Ⅷ 財政計画」までは、「Ⅲ 新市建設の基本方針」を具

体化したものであることから、基本的な方向性は変わらないものと考える。 

その上で、「Ⅳ 新市の施策」以下の具体的な取組・施策・事業等に係る部分につい

て、これまでの実施状況と今後の方向性について検証し、事業等は概ね計画に沿って

実施されているとともに、その方向性は概ね一致していることが確認できたことから、

今後もこれに沿って事業等を進めていくこととする。 

なお、検証の結果、法令等の改正、地域協議会への諮問結果に基づく事業の廃止な

ど、計画策定後の状況の変化により現状と合わない点が明らかとなったことから、時

点修正は必要と考える。 

 

６ 合併特例債の活用状況 

  発行上限額 約 600 億円 

  平成 17 年度～平成 24 年度の発行見込額 約 174 億円 

 

７ スケジュール 

 

時期 取組事項 内容 

９月 27 日 総務常任委員会所管事務調査 ・計画変更案の説明 

10 月中旬 地域協議会（ブロックで開催） 
・新市建設計画の概要説明 

・計画変更案の説明 

10 月下旬 県との内協議 ・計画変更案の協議 

10 月下旬 

※県との内協議後 
総務常任委員会所管事務調査 

・地域協議会及び県との内協議結

果を踏まえた計画変更案の説

明 

11 月～12 月 
・地域協議会への諮問（28 区） 

・パブリックコメント 

・県との内協議結果を踏まえた計

画変更案についての諮問、意見

募集 

１月 県との事前協議 

・地域協議会及びパブリックコメ

ントの意見反映後の計画変更

案についての協議 

２月 県との本協議 ・変更案（最終案）の協議 

３月 ３月定例会 ・議会提案 
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８ 変更箇所 

Ⅰ 序論 

「２ 計画策定の方針」の「(3)計画の期間」 

該当ページ 変更案 変更前 変更理由 

P3 

この計画は、平成 17 年度から平成

29 年度までの 13 か年を計画期間とし

ます。 

 なお、財政状況との整合を図るた

め、社会情勢の変化や財政状況に著し

い変化があった場合は、見直しに向け

た検討を行うものとします。 

この計画は、平成 17 年度から平成

26 年度までの 10 か年を計画期間とし

ます。 

なお、財政状況との整合を図るた

め、計画策定後 5 年を目途に     

               見直しに向け

た検討を行うものとします。 

○見直し規定は、新市建設計画と財政状況

との整合を図るために設けられたもので

あることから、見直しを行う期間の目途を

定めるのではなく、計画に影響するような

財政状況に著しい変化があった場合に、随

時見直しに向けた検討を行うよう規定を

改める。 

 

Ⅱ 新市の概況 

 統計データに、最新のデータを追加する。（P5～P13） 

 

Ⅲ 新市建設の基本方針 

 変更なし。 

 

Ⅳ 新市の施策 
 ○文言の時点修正 

該当ページ 変更案 変更前 変更理由 

P21,P27 

P28 
再生可能 エネルギー 環境調和型エネルギー 

○国際的に認知度が高く、国が推進している

政策上で定義されている用語に変更する。 

P24,P25 

P26,P27 

P38 

コミュニティ プラザ コミュニティ・プラザ 

○上越市コミュニティプラザ条例の名称

にあわせて変更する。 

P25 
自治基本条例を制定し、平成 20 年 4

月から施行しました。  

自治基本条例を合併後速やかに制

定することを目指します。 

○平成 20 年 4 月に、自治基本条例を施行

したことから変更する。 
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該当ページ 変更案 変更前 変更理由 

P25 

地域協議会は、次に掲げる事項のう
ち、市長その他の市の機関により諮問
されたもの又は必要と認めるものに
ついて、審議し、市長その他の市の機
関に意見を述べることができます。 
⑴地域自治区の事務所が所掌する事

務に関する事項 
⑵前号に掲げるもののほか、市が処理

する地域自治区の区域に係る事務
に関する事項 

⑶市の事務処理に当たっての地域自
治区の区域内に住所を有する者と
の連携の強化に関する事項 
また、市長は、上越地域合併協議会

が作成した新市建設計画を変更しよ
うとする場合及び市の施策に関する
重要事項のうち次に掲げる事項を決
定し、又は変更しようとする場合にお
いては、あらかじめ、地域協議会の意
見を聴かなければなりません。 
⑴地域自治区の区域内の重要な公の

施設の設置及び廃止に関する事項 
⑵地域自治区の区域内の重要な公の

施設の管理の在り方に関する事項 
⑶市が策定する基本構想等のうち、地

域自治区の区域に係る重要事項 

旧町村の区域に係る施策にその区
域の住民の意見を反映させるため、旧
町村の区域ごとに、地方自治法に基づ
く市長の附属機関として地域協議会
を置きます。 

地域協議会は、住民に基盤を置く機
関として、住民の主体的な参加を求め
つつ、多様な意見の調整を行い､協働
の活動の要となります。また、市長の
諮問に応じ、次の事項等を調査審議
し、答申します。さらに、これらの事
項等に関し市長及び当該区域を所管
する支所長に自主的に意見を述べる
ことができます。 
・ その区域において行われる施策

（予算措置を伴うものを含みま
す。）の策定及び実施に関すること 

・ その区域における重要な施設の設
置及び廃止等に関すること 

・ 新市建設計画のその区域に係る変
更及び実施に関すること 
地域協議会の委員は、その協議会の

区域において選挙された者を市長が
選任します。なお、選挙された者の数
が定数に満たない場合においては、市
長が必要に応じて選任します。 

○地域自治区制度は、平成 16 年度の地方
自治法改正により創設された制度である
が、現行の記載内容は、法改正前に検討さ
れた内容であるため、法改正後に制定した
上越市地域自治区の設置に関する条例の
規定に合わせて変更する。 
○なお、地域自治組織については、合併協
議会において、「法律の改正等があった場
合には、廃置分合の申請の議決後に、改正
等の内容を考慮して検討する。」とされて
いた。 

P27,P28 再生可能エネルギー 新   エネルギー 
○新エネルギーは再生可能エネルギーの中

の一部の定義であることから変更する。 

4 
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該当ページ 変更案 変更前 変更理由 

P27 再生可能エネルギー 自然環境エネルギー 
○国際的に認知度が高く、国が推進している
政策上で定義されている用語に変更する。 

P29,P30 認知症 痴呆  ○2004 年に厚生労働省の『「痴呆」に替わ
る用語に関する検討会』により、「痴呆」に
替わる新しい用語として、「認知症」が最も
適当であるとの報告がされ、それを受けて
関連法も改正されたことから変更する。 

P29 認知症高齢者グループホーム 痴呆性高齢者グループホーム 

P29 

上越地域における障害者福祉の拠点
となる総合福祉施設            
       と各地域にある施設な
どと人・情報をネットワーク化し、各地
域の施設の機能向上を図ります。 

上越地域における障害者福祉の拠点
となる総合福祉施設を整備するととも
に、これらの施設と各地域にある施設な
どと人・情報をネットワーク化し、各地
域の施設の機能向上を図ります。 

○障害者福祉の拠点となる総合福祉施設
として、福祉交流プラザを整備したため変
更する。 

P29,P30 未満児保育 乳児 保育 

○児童福祉法では、「乳児」とは満 1 歳に
満たない者をさすことから、近年の 0,1,2
歳の保育ニーズを踏まえ、より広い意味の
「未満児」に変更する。 

P32 

地域産業の活性化・高度化及び競争力
の向上に向け、地域の資源や既存産業の
特性を踏まえ、技術開発の支援、産学官
連携の促進、企業間ネットワークの構築、
特許等知的財産の活用促進を図ります。 

また、長引く景気低迷により厳しい
経営環境にある中小企業の経営安定
化の確保に向け、資金面・経営面・技
術面での支援を図ります。 
                  
                  
                  
              

地域産業の活性化・高度化      
   に向け              
      、技術開発の支援、産学官
連携の促進、企業間ネットワークの構築、
特許等知的財産の活用促進を図ります。 

また、長引く景気低迷により厳しい
経営環境にある中小企業の経営安定
化の確保に向け、資金面・経営面・技
術面での支援を図ります。 

一方、産業の競争力を高めていくた
め、地域の資源や既存産業の特性を踏
まえて戦略産業を定め、地域独自の産
業クラスター形成を図ります。 

○産業クラスター構想創造事業については、
平成 19 年に実施した「上越ものづくり産業
の振興に向けた施策の方向性について」の調
査研究の中で行った市内事業所向けアンケ
ートで、市内の製造業者間で取引関係が相当
程度構築されていることが確認されており、
集積の実効性が低いことや、また、社会経済
情勢なども考慮し、事業を廃止する。 
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該当ページ 変更案 変更前 変更理由 

P40 やすづか  学園運営支援 やすづか自由学園運営支援 
○平成 19 年 4 月に学園名が変更されてい

るため、現在の学園名に変更する。 

P41 

東日本大震災の教訓を踏まえ、防
災・災害対応体制の見直しを進め、地
震、津波、原子力災害をはじめ、地す
べり、海岸浸食、水害        
 、火災など、あらゆる災害から生
命・財産を守り、安心して暮らせるま
ちづくりを進めます。 

                                             
              地
震、            、地す
べり、海岸浸食、水害などの自然災害
や、火災など        から生
命・財産を守り、安心して暮らせるま
ちづくりを進めます。 

○東日本大震災の発生を受け変更する。 

P42 

また、市民の快適な生活・交流を支

える地域間の情報通信網を民間の活

力を活用しながら整備します。 

また、市民の快適な生活・交流を支

える地域間の情報通信網の整備を進

めます          。 

○情報通信基盤の整備や運営については、行

政が運営する情報通信基盤の民間譲渡や民

間事業者の参入の促進といった、民間活力の

活用を基本として進めるため変更する。 

P45 木田庁舎 本庁   ○現在の条例での名称等に合わせて変更

する。 P45 総合事務所 支所    

P45 木田庁舎の 本庁    

P45 木田庁舎 本庁庁舎 

 

○事業名の削除 

該当ページ 削除する事業名 削除理由 

P28 し尿処理施設増設整備事業 
平成 22 年度から中郷区、板倉区のし尿等を受け入れたが既存施設で処理が可能

であり、搬入量も減少傾向にあるため、増設の必要がないことから廃止する。 

P35 漁港漁村活性化対策整備事業 漁村再生交付金事業に統合して、漁港整備事業の中で実施するため廃止する。 

P36 産業クラスター構想創造事業 

産業クラスター構想創造事業については、平成 19 年に実施した「上越ものづくり産
業の振興に向けた施策の方向性について」の調査研究の中で行った市内事業所向けアン
ケートで、市内の製造業者間で取引関係が相当程度構築されていることが確認されてお
り、集積の実効性が低いことや、また、社会経済情勢なども考慮し、事業を廃止する。 
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該当ページ 削除する事業名 削除理由 

P36,P40 森の文化・匠の里づくり事業 

閉校となった吉川高校の跡地に新たな専門学校を誘致し、設立を支援する事業で

あるが、誘致先の専門学校が進出を取りやめたため事業を廃止する。 

なお、平成 23 年 4 月には、県立吉川高等特別支援学校が開校した。 

P40 
図書館ネットワークシステム整備事

業 

当初の事業目的は、フリーソフトの利用等により、ほぼ達成できており、また、

高田・直江津図書館の図書を分館・分室で貸出・返却する仕組みも整っていること

から大規模なシステム整備については廃止する。 

P45 総合文書管理システム構築事業 
電子メールやイントラの活用など、電子化が進んでおり、事業の必要性がないこ

とから事業を廃止する。 

P45 庁舎資料棟整備事業 
庁舎資料棟整備事業については、清里区に公文書センターを整備し、清里区の櫛

池と吉川区の竹直に書庫を整備し、事業の必要性がないことから事業を廃止する。 

 

 ○事業名の追加 

該当ページ 追加する事業名 追加理由 

P31,P40 （仮称）厚生産業会館建設事業 

上越市に誇りと愛着を持ってもらうための仕掛けの一つとして、高田地区に市民

が気軽に集い憩いそして語らうことができる場として（仮称）厚生産業会館を建設

する必要があることから事業を追加する。 

P36,P40 新水族博物館建設事業 

施設・設備の老朽化が著しい現在の水族博物館を新たな地域学習拠点やレクリエ

ーション拠点、観光集客拠点として整備し直し、これまで以上に新市の魅力度を向

上させることにより、交流人口を増加させ、地域の活性化を図るため、新水族博物

館の建設が必要であることから事業を追加する。 

P43 消防防災機能整備事業 

合併に伴う市域の拡大への対応とあわせ、自然災害が多発する上越地域の総合的

な防災力の向上を図るため、消防防災機能の整備を進める必要があることから事業

を追加する。 

P43 上越斎場建設事業 

上越斎場については、建設後 27 年が経過しており施設の新築が必要である。頸

北斎場と現在、経塚斎場（妙高市）を利用している板倉区と中郷区の市民の利用も

含め、斎場の効率的な運営を図る必要があることから事業を追加する。 
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資料（案）平成 23 年 5 月 13 日 

 

 

該当ページ 追加する事業名 追加理由 

P44 新幹線新駅周辺道路整備事業 

上越地域の新たな玄関口となる北陸新幹線新駅への主要なアクセス道路を整備

することにより、生活環境の改善と交通結節機能の向上を図り、新駅を中心とした

周辺地域の交流を促進し、新市の更なる一体感を確立させる必要があることから事

業を追加する。 

 

Ⅴ 新市における県事業の推進 

  変更なし。 

 

Ⅵ 公共施設の適正配置と整備 

  上越市公の施設の再配置計画策定時（平成 23 年 10 月）の施設数にあわせて変更する。（P48） 

 

Ⅶ 行財政運営 

  「１ 行政運営」中の地域自治区制度に係る記述を現行制度にあわせて変更する。（P49～P51） 

 

Ⅷ 財政計画 

  計画期間の延長にあわせて収支の均衡が図られた平成 17 年度から平成 29 年度までの財政計画に変更する。（P52～P54） 

 

8 


