
平成２８年度 柏崎市議会 議会報告会 

                                      平成 28年 5月 

次   第 

 

１． 開会 

 

２． 挨拶 

 

３． 議会報告 

 ① 総務常任委員会報告とご意見・ご質問 

 ② 産業建設常任委員会報告とご意見・ご質問 

 ③ 文教厚生常任委員会報告とご意見・ご質問 

 ④ 全体を通してご意見・ご質問 

 ⑤ 平成 28年度の主な事業についてのご意見・ご質問 

 

４． 意見交換 

    議会に対して、或いは、市政全般について意見交換 

 

５． 閉会 

 

ご来場者へのお願い 

１．会場の写真を広報用に撮影させていただきます。市議会だよりや市議会ホームページ

に参加者の皆様が背景の一部として映ることがありますが、ご了承ください。 

 

２．質疑応答の時間では、本日の議会報告に関する質問と議会へのご意見・ご要望とさせ

ていただきます。 

  議会報告会であることから、市当局に対するご意見・ご要望については議会としてお

答えできない場合があります。また、議員個人の考えや見解については控えさせていた

だきます。 

 

３．多くの皆さんからのご質問にお答えしたり、ご意見・ご要望をいただくため、発言の

際は１回に１～２問ずつ、なるべく１分程度にまとめてお話しいただきますよう、ご協

力をお願いします。なお、一度発言を終えた方も、時間内に一通り質問が出尽くした場

合は、再度ご指名申し上げ、発言いただけます。 
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総務常任委員会  報告  

＜所管部署；総合企画部、財務部、市民生活部、防災原子力・消防本部＞  

1. 本日の報告事項 

① 平成 27 年度一般会計補正予算 新庁舎整備事業の一般経費 

② 平成 28 年度一般会計予算 予算編成の考え方 

③ 防災情報通信システム事業 

④ 新潟産業大学魅力等向上支援事業補助金  

⑤ シティセールス推進事業 

 

2. 報告内容の説明 

(1) 平成 27 年度一般会計補正予算 新庁舎整備事業(一般経費；謝礼、普通旅

費、実費弁償) 

① 事業内容・予算額 

公募型プロポーザル方式により設計者を選定

するにあたり、新庁舎建設設計者選定委員会の

開催に必要な経費。23 万 7 千円 

② これまでの経過・課題 

経年による建物の老朽化や庁舎の分散による

市民サービス機能の低下など、庁舎建替えの必

要性があるため、平成 26 年度に建設用地を取得

後、新庁舎建設検討委員会を設置し、基本理念、

基本方針等慎重者の目指すべき姿やまちづくり

の方向性などの検討を重ね、先般、新庁舎建設

基本計画を策定。本年度は基本設計を行う予定。 

③ 質疑と答弁 

Q；影響が大きいと考えられる町内会への説明を今後速やかに実施する予

定があるのか。 

A；新庁舎建設特別委員会からも、地元への説明があるべきとの意見をい

ただいており、内容や時期について早く検討していきたい。  

Q；選考委員の人選(総数や専門家の有無)やスタート時期について。 

A；公募はせず 5～6 名の委員会になる予定、年度内に 1 回目の開催を考

えている。 

 

(2) 平成 28 年度一般会計予算 予算編成の考え方 

① 事業内容・予算額 

人口減少対策や地方創生の方針として策定した「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」の事業が最重点。一般会計の規模としては、産業振興、子育
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て支援、魅力あるまちづくりなど、これらを中心に｢地域経済の活性化と

雇用の場の確保｣をはじめ、7 つの重点視点で予算配分を実施。503 億円 

 

② これまでの経過・課題 

柏崎市の予算において電源交付金が占める割合は高く、市の運営上大き

なものである。しかし、平成 12 年度より財政力指数が 1 を割り、原子力

発電所施設に係る固定資産税も年々減少する中、基金を取り崩して予算を

編成する手法は既に限界に来ている。また、日ごろより市長は原子力発電

所とは当面共存を図る必要があるが、長い視点で考えたとき、原発に過度

に依存をするのではなく、バランスの取れた産業構造、経済構造を作り上

げる努力が必要であるとしている。＊資料 1 参照 

 

③ 質疑と答弁 

Q：このたびの予算編成における考え方として、原発に過度に頼らないと

いうことを念頭においていたのか  

A；短期的にみてもすぐに新しい財源が出てくるわけではないため、中長

期的な中で新たな財源の確保、あるいは支出の削減等を考えていく必要が

ある。また原発財源に頼らない財政運営の検討は、新年度において策定す

る第 5 次総合計画の財政計画を糸口としていきたい。  

 

(3) 防災情報通信システム事業 

① 事業内容・予算額 

防災情報通信システムとしてコミュニティＦＭ・ＦＭピッカラを利用

して防災情報を伝達する方式で事業を取り組む。そのための基本設計・

整備計画を策定する事業。1799 万 2 千円 

 

② これまでの経過・課題 

現在の防災行政無線は機器の老朽化による不具合が多い。また総務省

はアナログ方式からデジタル方式への早期移行を推進している。新たな

防災行政伝達システムを整備する必要がある。＊資料 2 参照 

 

③ 質疑と答弁 

Q；放送法と電波法との関わりは大丈夫か。  

A；法令上、問題はない。 

Q；屋外放送に関するシステムのありかたについて。  

A；当初はデジタル方式を検討していたが、高額な事業費が試算されるた

め、コミュニティＦＭを使って防災情報を送る。  
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Q；ＦＭ難聴地域への対応について。  

A；難聴地域の解消、新しい方式を取り入れて解消していきたい。  

 

(4) 新潟産業大学魅力等向上支援事業補助金  

① 事業内容・予算額 

大学から提案をされている魅力向上につながる事業について 4 分の 3

の補助を行う事業。具体的には新たに学生が首都圏の経済・文化に触れ

る場を提供する首都圏マンスリーシャトルバス、簿記検定の合格を目指

す簿記講座、ウエブサイトの全面リニューアルなどの事業など。  

2000 万円 

 

② これまでの経過・課題 

2014 年に新潟産業大学から学生確保と運営基盤強化を目的に公立法人

化の要望がなされている。市としてはまずは大学自らが学内改革をし、

大学の魅力づくりに取り組んで学生確保を図ることが重要とし、そのた

めの支援をしている。 

 

③ 質疑と答弁 

Q；提案された補助事業としてマンスリーシャトルバスの導入や資格取得

のための講座開設など大学の魅力向上に結び付くのか。  

A；他大学をはじめ全国的に実施されており、学生確保につながると期待

する。 

Q；具体的な事業について費用対効果があるのか。  

A；公費を投入するからには大学と連携を図り、補助事業の進行の管理や

評価を行っていき、成果を求めていく方向である。  

 

(5) シティセールス推進事業 

① 事業内容・予算額 

総合的・戦力的なシティセールス活動に積極的に取り組むための経費

であり、新たに外部専門家のシティセールス推進官の設置や各種シティ

セールス事業の認定、支援体制の構築、商品開発などを展開していく事

業。1918 万 8 千円 

 

② これまでの経過・課題 

人口減少・少子高齢化、経済のグローバル化による地域経済の活力の

停滞など柏崎市は様々な課題に直面している。このことから地域経済の

活性化と市民のまちへの愛着と誇りを醸成していくことが重要と考え、
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柏崎の資源や特性などの魅力を広く市外に向けて発信していくための事

業が展開されている。 

 

③ 質疑と答弁 

Q；新年度、どの様な事業計画なのか、また負担金は妥当か。  

A；シティセールス推進事業の負担金は柏崎市も含め、12 の団体で構成し

ており、事業については協議会として決定。平成 28 年度中にシティセー

ルス推進計画に基づいて、首都圏に向けた魅力発信のイベントやシンボ

ルマークを旗印とした事業支援制度や認定制度の取り組みを考えており、

今後、今年度の取り組みについて検討していく。  

Q；推進官はどのような役割なのか。  

A；推進官は集客創造研究所の所長であり、今までもシティセールスの外

部アドバイザーである。今後シティセールスの戦略的な取り組みや策定

について指導助言をいただく。  

 

 

 

 

シンボルマーク総選挙で当選した作品  

テーマは「The all Kashiwazaki」 

 

海と花火を主軸にして、景

勝・伝統・食など柏崎が持つ

様々な観光資源をイラスト

化してまとめることで、多様

性に満ちた柏崎の魅力を表

現している。 

今後、このシンボルマーク

をシティセールスの旗印と

する。 

 



5 

 

 



6 

 

 



7 

 

産業建設常任委員会 報告 

＜所管部署 ： 産業振興部、都市整備部、ガス水道局＞ 

 

１．本日の報告内容 

① 女性活躍助成事業について 

② 農村地域の維持について 

③ 中小企業振興について 

④ 空き家対策事業について 

⑤ ガス事業民営化について 

 

２．報告内容の説明 

（１）女性活躍助成事業について 

① 事業内容・予算額 

女性の活躍を推進するため、女性のための職場環境の改善に取り組む事業者

に助成金を交付する。 

[予算額]  

ソフト事業（就労規則などの変更等） ２００万円（４社×上限５０万円） 

ハード事業（女性専用施設の整備等） ５００万円（５社×上限１００万円） 

 

② これまでの経過・課題 

昨年１１月、約 100社にニーズ調査を実施し 52事業者から回答を受けた。職

場環境を改善したいというニーズがあり、本事業に取り組むこととした。 

 

③ 質疑と答弁 

・人口減少対策、定住、移住対策として評価できる。 

・若い女性が市内に就労し定着し若者が増加することも期待できる。 

・本事業と男女共同参画との連携はどうか。 

→対象をハッピーパートナー登録企業とし男女共同参画の取組みと連携した。 

     ・本事業を周知しハッピーパートナー企業を増やす検討が必要ではないか。 

            →本事業はハッピーパートナー企業を増やすインセンティブになると期待す

る。 

   

（２）農村地域の維持について 

① 事業内容・予算額 

中山間地域等直接支払制度事業は、中山間地域の農業生産を維持し、耕作放

棄地の発生を防止するため、多面的機能の確保を図るものでる。 

多面的機能支払交付金事業は、地域資源の適切な保全管理と農村機能の維

持・発展のための地域の共同活動を支援する農地維持支払交付金と資源向上支
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払交付金がある。 

     [予算額]  中山間地域等直接支払制度事業    ６０４９万円 

           多面的機能支払交付金事業     1億８８２２万円 

 

② これまでの経過・課題 

少子高齢化と米価の低迷によって農業従事 

者の減少と集落の維持存続が難しくなってき 

たためにできた事業であるが、平成２７年度補 

正予算では高柳地域の場合５か年の取り組み 

が見込めないことから中山間地等直接支払い 

の取り組みが大幅に減額された。 

対象農用地の耕作、適正管理が要件である 

ため今後の課題となる。 

 

③ 質疑と答弁 

・中山間地では後継者の確保が厳しく、集落機能の維持も困難になっている。 

・中山間地等直接支払いと多面的機能支払交付金を合わせて活用できないか。 

→両方を活用することは可能である。ただし同一の活動には活用できない。 

・該当地域に事業内容を説明し利用を促すことが必要ではないか。 

 

 

（３）中小企業振興について 

① 事業内容・予算額 

中小企業を活性化し、雇用を増やし、地方創生、人口減少に対応するために資

金の融資預託や補助金の交付を行う。 

[予算額]   主なもの 

融資預託事業   ２６億７８００

万円 

商業活性化イベント事業 ４００万円 

創業支援事業   ５７８万円 

人材育成事業（高校生インターンシップ事業含む） ５８１万円 

中小企業者設備投資補助金   ８０００万円 

 

② これまでの経過・課題 

平成２６年には創業支援事業を充実し、平成２７年には中小企業設備投資補

助金に成長分野枠を新設するなど、社会環境の変化に合わせた振興策を行って

きた。 

 

 



9 

 

 

③ 質疑と答弁 

・高額の補助金を交付する事業もあり成果を検証する必要がある 

・高校生インターンシップ事業（職場体験）の実績と評価はどうか 

 →平成 27年度の受入れ企業数６５社。市内企業への就職が活発になってきた。 

 

 （４）空き家対策事業 

① 事業内容・予算額 

特定空き家（管理不全空き家）に対処して良好な生活環境の保全を図るため

に、空き家等対策計画を策定し、空き家の緊急安全措置や空き家調査及び空き

家活用支援事業を行う。 

[予算額] １１８１万円 

    

② これまでの経過・課題 

平成 26年度に空き家対策法が施行され、 

特別空き家に対して住宅用地の税制上の特 

例措置が無くなった。市内の特定空き家の 

残件数６６件（平成 27年度末）。今後も増 

加が予測される。 

 

③ 質疑と答弁 

   ・危険な空き家はなくし、使える空き家は利用していくという考え方を確認。 

  ・全戸調査の際には市民をはじめ関係各位に協力を求める必要がある。 

  ・使える空き家を UIターンに活用し地域の活性化に繋げてはどうか。 

   →空き家にさせない対策に加え、外から移住してもらう事業にしていく。 

 

 （５）ガス事業の民営化について 

   ① 事業内容・予算額 

      ガス事業の公益性を踏まえながら、民間会社の持つ創意工夫を活かした質の

高いサービスを提供することで、将来に渡ってガス事業を永続的に発展させる

ため、平成３０年４月の民営化に向けて作業を進めている。 

     [予算額] ガス事業民営化推進事業 ９２４万３千円 

 

 

② これまでの経過・課題 

平成１８年度に柏崎市ガス事業検討委員会か 

ら民営化の答申を受け作業を開始したが、中越 

沖地震の災害復旧のために作業を延期してい 

平成 25年度 １３．５％  

7件に 1件が空き家 

空き家率（全国） 

特定空き家の状況（柏崎市） 

認定件数 ９５件 

解決件数 ２９件 

特定空き家残件数 ６６件 

 

総務省調査より 

平成２５年～２７年の３カ年

合計 
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た。国もガス小売り全面自由化を決め、また、平 

成２９年度末で災害復旧債の繰上償還が可能と 

なる見込みとなり、民営化に向けた作業を再開 

した。 

公営から民間へのスムーズな移譲が今後の課題である。 

 

③ 質疑と答弁 

・民営化によるメリット、デメリットは何か 

      →電気とガスのセット販売、クレッジト払いやポイント制度の活用など公営

の限界を超えた事業が期待できる。 

      →公営が実施している安心感、信頼感の確保と地元公認工事店の不安感の解

消が課題。 

     ・地元の雇用、経済面の影響に留意する様、強く要請する。 
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文教厚生常任委員会 報告 

〈所管部署：教育委員会、福祉保健部〉 

 

１．本日の報告事項 

① 介護人材確保事業 

② 生活保護者就労支援事業 

 ③ 看護師就職支援事業 

 ④ 歯科保健事業 

 ⑤ 児童措置費 

 ⑥ 奨学金貸付事業 

 ⑦ 特別支援学級介助事業 

 ⑧ 指導補助事業 

 ⑨ いじめ・不登校対策事業 

 

２．報告内容の説明 

（１）介護人材確保事業 

 ① 事業内容・予算額（Ａ・Ｂ合算７７４万円） 

   Ａ、介護関連事業所における介護職員の「介護職員初任者研修」受講の支援を 

     行い、介護人材の確保及び人材育成を図る。実績は平成２３年度から延べ 

     ３６名が資格所得。 

Ｂ、就職支援事業として、資格を持ちながら就業されていない方の市内施設へ 

の就職支援事業として、２０名分４００万円（１人２０万円）。 

今年度の新規事業。 

 ② これまでの経過・課題 

   特養施設が完成しても、職員不足から入所定員を満たすことができず、入所希望 

   者が入所できない状況があり、人材確保が求められていた。 

 ③ 質疑と答弁 

     人材不足は看護職員も含め１００人程度の不足との事であるが、国の定める人員

基準は満たしている。認知症高齢者対応の困難さがあり、認知症研修など、市内

事業所が必要とする研修も随時行っている。 

 

（２）生活保護者就労支援事業 

 ① 事業内容・予算額 

   生活保護受給者へ就労プラグラムにより、就職を支援するもので予算は３５７ 

   万円。 

② これまでの経過・課題 

   平成２６年度は支援を受けた２７人中１１人が就労、そのうち３世帯が生活保護 
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   廃止。ハローワークの就労支援事業でも１４人中３人就労し、１世帯が生活保護  

   廃止。２７年度は２月現在で対象者２９名中、１８人が就労開始。 

③ 質疑と答弁 

     就労については、正規雇用により長期的、継続的な安定雇用が図られ、７割程度

は長期雇用となっている。 

 

（３）看護師就職支援事業 

 ① 事業内容・予算額 

   病院等の看護職員の確保と転入・促進を図るもので予算は１７６０万円、市内 

   医療施設への就職（３年以上）に２０万円を支給。新年度から市外からの転入 

   者は１０万円増額し３０万円を支給。市役所に相談窓口を設置する。 

② これまでの経過・課題 

   高齢化し医療ニーズが高まり、病院や看護体制の充実はさらに重要性が高まるな 

   か、看護師の就職を支援。平成２３年度から現在（２７年度）まで２０８名の実 

   績があり、２６年は５４人、２７年度は３月現在で５４人が申請。  

③ 質疑と答弁 

     職場環境に慣れないなど、これまで１０人が離職。要件を満たさなくなる場合は

全額返還となる。 

 【新潟県ナースセンター相談窓口】 

                  市役所 1階にて毎週火・木の 10～15時開設 

                  相談内容 

                  ・看護職員の再就職に関する相談 

                  ・看護職員を目指す学生の進学・就職に関する

相談 

                  ・看護職員としてのキャリアアップに関する 

相談 

 

 

（４）歯科保健事業 

 ① 事業内容・予算額 

   フッ化物洗口導入のための専門家を招いての研修会を開催。講師謝礼に３２万 

   円。 

② これまでの経過・課題 

   平成２５年策定した歯科保健計画の中で、フッ化物洗口について情報提供してい 

   くとしている。歯科保健推進会議の中でも、効果があればフッ化物洗口を推進し 

   ていくべきとの意見を受けている。 

③ 質疑と答弁 
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     保護者への説明は市が、学校・園に出向いて説明を行う。謝礼は中央地区で行う

研修会で使う。市民、保護者、教職員に丁寧な説明を行い、保護者の十分な理解

を得て実施する場合でも、学校職員の負担増にならないように配慮してほしい。

教育委員会と連携して対応を検討したい。 

 

 

 

（５）児童措置費 

 ① 事業内容・予算額 

   保育園や認定こども園の運営費及び私立保育園・認定こども園の施設整備費補 

   助金等に３０億５千万円。 

② これまでの経過・課題 

   公立・私立保育園、幼稚園の運営補助を継続。少子化による施設運営が今後の課 

   題。 

③ 質疑と答弁 

入園児数、待機児童数については、保護者の就労状況、地域的な課題などある

かと思うが、現在の定員で対応できている。 

 

柏崎市の保育の状況 

・保育施設  公立保育園１７園、私立保育園１２園、幼稚園５園 

 

 

 

 

 

・待機児童はいない 

※認定こども園…認定子こども園とは、就学前の子どもに教育・保育・子育て支援を一

体的に提供する施設として、都道府県の認定を受けた施設。 

 

 定員（27年度末） 入園数（3月 1日） 充足率 

保育園 ２，４１５人 ２，２５３人 ９５％ 

幼稚園 ４８０人 ２８３人 ６０％ 

認定こども園 ３５０人 ２７１人 ７８％ 
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市内では二葉幼稚園さくら保育園とカトリック白百合幼稚園にこにこ保育園の２園。 

 

 

（６）奨学金貸付事業 

① 事業内容・予算額 

   経済的理由により大学、短大、専門学校への就学が困難なものに対し、奨学金の

貸し付けを行うもの。貸付事業は平成２８年度の予定を２５名とみて、計７６名

分で５２９２万円。新潟産業大学と新潟工科大学優先枠が計５人。 

② これまでの経過・課題 

   経済的理由により大学、短大、専門学校への就学が困難なものに対し、貸し付け 

   を行っており、平成２７年度は１７人の実績。 

③ 質疑と答弁 

  給付型をとの声もあるが、卒業後に柏崎に住む場合、地元２大学卒は年２０万円、

他大学卒は年１０万円を補助する制度を設けている。地元２大学への支援策でも

あるとの説明を了承したところです。 

     

（７）特別支援学級介助事業 

① 事業内容・予算額 

特別支援学級設置校に介助員を配置し、学習指導、自立のための介助・機能訓練

を実施するもので予算は５８００万円。 

② これまでの経過・課題 

通常の学級における教育では十分な教育効果を上げることが困難な児童生徒の

ために設置された学級での介助員を配置。必要に応じて就学予定児についても対

応している。２８年度配置予定は２６名。 

③ 質疑と答弁 

  配置対象について小・中学校が対象であるが、２７・２８年度は小学校に配置し

た。 

 

（８）指導補助事業 

① 事業内容・予算額 

  特別支援学級や通常学級で支援が必要な児童生徒に学習指導や生徒指導の補

助・支援等を行うため、指導補助員を２７名配置するもので予算は６３００万円。 

② これまでの経過・課題 

   小中学校での指導補助員は平成２４年度１２名、２５年度１５名、２６年度 

１７名、２７年度は２２名、必要性は高い。 

③ 質疑と答弁 

県・国より、復興加配が減らされるとあるが、引き続き「個への指導が行き届く
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ように」と、５名増員した。 

   

 

 

（９）いじめ・不登校対策事業 

① 事業内容・予算額 

相談員の学校訪問による対策に１８６万円。カウンセリングルーム運営費７８０

万円により、専門の臨床心理士による児童生徒・保護者に対する個別・具体的な

相談支援を行う。 

② これまでの経過・課題 

   全国でも残念な事故も発しており、市内でもいじめ・不登校の把握に努めている。 

   小中学校の不登校は平成２３年度から減少していたが２７年度は前年比１１名 

   増となった。 

③ 質疑と答弁 

不登校の増に対しては、毎月アンケートを取るなどして早めの対応を心がけて 

いる。ここ１～２年は原因として、家庭の問題が増えていて、これまで以上に学

校と家庭の連携が必要と考える。 

 


