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          平成２３年度施政方針 

 ～さらなる未来に向かって～  

 

              柏崎市長  会 田  洋 

 

はじめに 

平成２３年度当初予算をご審議いただくに当たり、私の施政方針を申し

述べ、議員各位並びに市民の皆さまのご理解を賜りたいと存じます。 

 今年度は、平成２４年度までの５か年計画である「柏崎市震災復興計画」

の４年目に当たります。計画では、復旧期に続く再生期と位置付けられて

おり、震災からの本格的な復興を果たし、次の新たな発展を期すための確

実な足がかりを築く年であります。 

これまで市民の努力と全国からの温かい支援により、中越沖地震からの

復旧・復興は着実に進んでまいりました。昨年８月に締め切られた被災者

生活再建支援金の申請率がほぼ１００％になるなど、被災者の生活再建は

一応のめどが立ったところですが、引き続き復興公営住宅入居者など、支

援が必要な方々への見守り活動やコミュニティづくりを継続して支援し

てまいります。 

柏崎駅周辺整備事業も今年度本格化し、土地区画整理事業や防災公園な

どの関連事業が進捗いたします。新しい文化会館アルフォーレ、南北連絡

歩道橋の整備が進み、柏崎市の新しい顔となることが期待されます。えん

ま通り商店街は、シンボルである「えんま堂」が再建され、新たに介護福

祉施設や共同店舗が開設されました。引き続き「えんま通り復興協議会」

と連携して事業推進を図ってまいります。 

長引く経済不況や雇用不安、更には昨年来の急激な円高などによる不安
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定な景気動向により、多くの市内企業が大変厳しい状況に置かれています。

既に平成２２年度において、国の緊急総合経済対策を受けていくつかの事

業に着手したところですが、今年度においても中小企業等への金融支援を

中心にしながら、引き続き経済対策と新たな雇用創出事業に取り組みます。 

 今年度はまた、「第四次総合計画前期基本計画」の最終年度に当たりま

す。前期基本計画の事業の総仕上げと総括を行いながら、これからの新た

なまちづくりの方向性をしっかり定め、具体的にこれを推進するために、

平成２４年度から２８年度までの５か年の後期基本計画を策定します。震

災復興計画も引き継ぎ、柏崎の復興・再生そして新たな飛躍を確実に成し

遂げるとともに、急激に変化する時代の流れにも的確に対応する計画とし

てまいります。 

 本市の財政運営は、二度にわたる震災を始め、税収の落ち込み､政権交

代に伴う国の政策転換などもあり、予測し難い厳しい状況にあることに変

わりはありません。とりわけ今年度から、中越沖地震関連の災害復旧に係

る市債の償還が本格化することもあり、市政全般に厳しい財政運営を強い

られています。今後とも歳入の確保に努めながら、新たな行政改革の推進

などにより歳出を抑制するとともに、健全財政の維持に努めます。 

 なお、一昨年、昨年と二度にわたって市職員の不祥事が発生し、市民の

皆さまの信頼を著しく損なうこととなりました。内部統制や法務を強化す

るため、４月から担当主幹を配置するなど、市職員のコンプライアンスを

高め、全職員一丸となって綱紀の粛正に努めます。質の高い行政サービス

を提供することにより、市民の皆さまへの信頼回復に努める決意でおりま

すので、ご理解を賜りたいと思います。 

 以下に、今年度の主要な施策について、その概要を申し上げます。 
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安心して暮らせるまち 

 〔医療・健康・介護・福祉〕 

市民の関心が高い健康と医療に関しては、「医療フォーラム」及び「介

護フォーラム」などの啓発事業や、平成２２年度に実施した医療費分析の

結果を踏まえ、慢性腎臓病重症化予防に焦点を当てた、生活習慣病予防対

策の強化と地域医療体制の充実に取り組んでまいります。 

地域医療体制については、病院群輪番制病院である刈羽郡総合病院と柏

崎中央病院が行う医療機器の整備及び病院群輪番制運営費について助成

を行うとともに、刈羽郡総合病院内に開設されている柏崎休日・夜間急患

センターの運営について、引き続き助成を行います。また、地域の基幹病

院である刈羽郡総合病院の磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ）の更新事業に

対して助成します。 

医療費の増
ぞう

嵩
すう

及び国保税の税収不足などにより、事業運営に支障を来た

すおそれがある国民健康保険事業へは、特例的措置として一般会計からの

法定外の繰出しを行い、安定的な事業運営を図ってまいります。 

今年度は、「第四期介護保険事業計画」の最終年度に当たります。引き

続き高齢者の生きがいづくりや、介護予防対策に取り組むとともに、「第

五期介護保険事業計画」の策定に取り組みます。介護サービス基盤では、

小規模多機能型居宅介護施設２か所（西圏域・中圏域）、グループホーム

１か所（南圏域）の整備に対し支援を行ってまいります。 

なお、新たな雇用創出事業として、介護分野の人材確保のためケアマネ

ージャーを雇用した事業者や、働きながら介護職の資格を取得させる事業

者に対して支援を行います。また、市内で不足している看護師確保のため

の雇用対策として、市外から市内に移り住み、医療に従事する看護師に対

しても助成金を交付します。 
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この４月に移転する高柳診療所の跡地には、居住機能、生活支援機能を

有した高齢者共同住宅を整備することとし、基本設計、実施設計及び地質

調査に取り組みます。また、思いやりを持って共に支え合う地域福祉の推

進に向け、「第二次柏崎市地域福祉計画」を策定します。 

障害者福祉は、新たに策定した「第三次障害者計画」が目指す“共生社

会の実現”に向け、サービスの推進と環境整備に取り組んでまいります。

さらに、障害者の社会参加の促進と通院等社会生活の支援のため、これま

での助成制度を充実させた交通費助成事業を新たに実施します。 

 

〔子育て支援〕 

平成２２年度に子ども課を教育委員会に移管したことにより、乳幼児期

から保育園・幼稚園までの子育て、小学校・中学校における教育、更に家

庭での教育や生涯学習、スポーツに対して一貫した支援を行う体制が整い

ました。今後は内部連携を強化することで、更にきめ細かなサービスの提

供に努めます。 

刈羽郡総合病院内で実施している病後児保育に加え、回復期に至らない

子どもを預かる病児保育を新たに新潟病院内で実施し、保護者の育児と仕

事の両立を支援してまいります。また、各医療機関の協力により開始した

子宮頸がん、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防接種事業の周

知を図って受診率の向上に努め、子どもの疾病予防、重症化予防に取り組

みます。また、子育て支援の一つである子どもの通院医療費の助成は、そ

の対象を就学前までとしていたものを、小学校３年生まで拡大します。 

市内１６か所で実施している児童クラブについては、比角小学校区の児

童数の増加に対応するため、比角児童クラブの一部を柏崎市総合福祉セン

ター内に移転し、その運営を社会福祉協議会に委託します。また、引き続
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き児童デイサービスを行うほか、早期療育事業に言語聴覚士を配置してよ

り専門性を高め、療育教室や保育園などを巡回し、発達に不安のある児童

の支援を充実します。 

保育園の整備事業では、老朽化が進んでいる北鯖石保育園の改築に向け

て用地取得と設計を行います。 

子ども育成基金を活用した、かしわざき子ども大学事業は、地元大学や

企業の協力を得て、実技や体験を通した各種コースの充実が図られてきて

いますが、地域・学校・家庭が連携して活動する「子ども笑顔創造プロジ

ェクト」を創設し、子どもたちの育成を応援してまいります。 

 

〔市民生活〕 

少子高齢化や社会の多様性の進展に伴い、ますます市民と行政との協働

によるまちづくりの推進が求められています。町内会、地域コミュニティ、

市民活動団体が主体的に地域活動に取り組めるよう、「元気なまちづくり

事業補助金」を継続するなど、人材育成や事業の支援に努めてまいります。 

市民、行政、その他様々な主体が協働して豊かな社会を形成するために

は、全ての市民がお互いの人権を尊重し、支え合うことが大切であること

から、新たに「人権教育・啓発基本計画」を策定します。また、このたび

改訂する平成２７年度までの「男女共同参画基本計画」に盛り込まれた各

種事業に取り組み、引き続き男女が社会の対等な構成員としてお互いを尊

重し合い、共に責任を担う社会の実現に努めてまいります。 

各地域と市街地を結ぶ路線バスなどの幹線交通、高柳町・鵜川地区の公

共交通を始めとする地域内交通、そして、市街地循環バスを組み合わせた

運行を維持し、市民生活の足の確保に努めてまいります。西山町地区の公

共交通については、現行の福祉バスを再編し、効率性と利便性に配慮した

試験運行を４月から開始します。また、新たに低床型車両を市街地循環バ
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スの東循環「ひまわり」に導入し、運行本数も増便します。 

平成２６年度に迫った北陸新幹線長野・金沢間の開業により、上越・北

陸両新幹線を活用する効果が十分に得られるよう、信越本線の利便性の維

持・向上を図り、併せて鉄道利用の促進に取り組む必要があります。ＳＬ

列車や独自の企画列車の運行を行い、市民の鉄道に対する意識啓発と利用

促進を図るとともに、上越新幹線直行特急早期実現期成同盟会の活動の中

で、信越本線沿線の関係地域との連携を強化してまいります。 

昨年度取りまとめた「過疎地域自立促進計画」の基本方針に基づいて、

他地域とのバランスを考慮しながら、過疎地域の活性化に取り組むことと

しており、今年度は、荻ノ島環状集落など高柳地域の集落振興や、西山ふ

るさと公苑の再生・活性化方策について検討してまいります。 

地上アナログ放送の停波に伴う地上デジタル放送への対応については、

４月末までには地形難視聴地区の共同受信組合の施設改修が終了する予

定です。今後は、電波状況によって地上デジタル放送を視聴できない世帯

の新たな難視対策について、総務省テレビ受信支援センター「デジサポ新

潟」と連携しながら相談体制の充実を図り、７月の地上デジタル放送への

完全移行に備えてまいります。 

 

〔防災・安全〕 

災害による被害を最小限にとどめる減災には、地域の様々な担い手によ

る地域防災力を高めることが重要です。本年１月末現在、町内会、コミュ

ニティを母体にした自主防災組織の組織率は９７．１％となり、地域にお

ける防災体制の基盤は、ほぼでき上がりました。今後は、防災学校、防災

研修等各種事業の展開や地域との対話により、組織の充実・強化に努めて 

まいります。なお、本年の総合防災訓練は、高柳町を会場に実施する計画
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です。 

また、地域防災力の両輪となる消防団や地域の関係団体との連携につい

ても力を注いでまいります。８月７日には、新潟県では初となる実際の水

を放水して競技を行うポンプ操法競技を取り入れた新潟県消防大会が、柏

崎市において開催されますので、大会の成功に向けて支援します。 

消防本部においては、平成２８年５月の消防・救急無線のデジタル化移

行に向け、今年度電波伝搬調査を実施するとともに、高柳・西山の両分遣

所を４月から両町事務所の中に移転させ業務を開始します。 

昨年から脅威となっている口
こう

蹄
てい

疫
えき

、鳥インフルエンザなどの家畜伝染病

や一昨年の新型インフルエンザなど、市民生活に重大な影響や被害を及ぼ

す危機管理については、昨年策定した「柏崎市危機管理計画」に基づき適

切に対応してまいります。 

平成２０年度に策定した「橋梁
りょう

長寿命化修繕計画」に基づき、橋梁の

予防的・計画的な修繕を引き続き進めるとともに、耐震設計上緊急に補強

が必要な橋梁については耐震補強工事を実施します。都市公園においても、

今年度「公園施設長寿命化計画」を策定し、予防的・計画的な修繕に取り

組むとともに、少子高齢社会に対応して、公園利用者のニーズに沿った公

園施設の更新を目指してまいります。 

 住宅の耐震化は、震災時における住宅の倒壊等による被害を未然に

防止するための重要な対策です。木造住宅耐震改修補助金等を継続し、

制度の活用を図ります。また、市内の施工業者によって個人住宅のリフォ

ームを行う市民への補助制度について引き続き取り組むこととし、生活環

境の向上と地域経済の活性化を促進します。 
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〔都市基盤整備〕 

日本石油加工跡地の土地区画整理事業は、都市計画道路などの基盤整備

工事が最終年度を迎えます。今年度は駅周辺の良好な都市環境形成のため、

土地区画整理事業地において地区計画を定め、都市計画決定してまいりま

す。また、今後の土地利用については、土地所有者であるＪＸ日鉱日石エ

ネルギー株式会社と連携して複合的な都市機能の導入を図りながら、中心

市街地のにぎわいを創出してまいります。 

平成２４年夏の開館を目指して、昨年９月から建設を進めている文化会

館アルフォーレは、今年度末の竣工を予定しており、秋ごろにはその全容

が姿を現します。本年６月には指定管理者を指定し、９月からは開館に向

けた準備に入る予定です。このアルフォーレに隣接する駅前公園を防災公

園として整備し、今年度末には完成させる予定です。また、ＪＲ線路を横

断し歩行者・自転車等が行き来できるエレベーター付きの南北連絡歩道橋

の建設工事にも着手します。 

平成２１年度に改定した都市計画マスタープランに基づき、都市計画道

路や公園など長期未着手の都市計画施設について具体的な見直し作業を

進めます。 

西山給水区域拡張事業は、７か年継続事業の最終年度を迎え、本年３月

末の西山通水に引き続き、西山配水池や砂田浄水場、荒谷ポンプ場などの

工事を行い、平成２４年３月末までに事業を完了します。 

 

〔原子力発電所〕 

原子力発電所については、何よりも安全性を大前提とし、当市の地域振

興を図りながら共生を目指してまいります。 

中越沖地震によって全号機が運転停止して以来、既に７号機、６号機、
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１号機及び５号機の安全性が確認され、営業運転を再開しています。残る

号機についても引き続き国が責任を持って安全性確認を行うとともに、市

民への説明を求めてまいります。運転再開については、国の安全性評価及

び県技術委員会の評価結果を踏まえ、今後とも適切に判断してまいります。  

私は、原子力発電所の安全性は第一義的に国が責任を持つべきものと考

えますが、その規制体制の在り方については、より独立性を確保する原子

力安全・保安院の分離・独立を引き続き国に働きかけてまいります。 

中越沖地震による被災の経験を基に、柏崎刈羽原子力発電所が世界一安

全な発電所となることを期待するものであり、昨年１１月に新潟工科大学

に設置された原子力耐震・構造研究センターが、世界でも先端的な原子力

耐震安全性に関する研究と国際的な人材育成の拠点として、大きな役割を

果たしていくものと考えています。  

 

産業振興と雇用確保 

 〔環境・エネルギー〕 

地元産業界の電気自動車関連産業への参入支援策として、地元企業で構

成する電気自動車研究会が行う関連技術の習得などの取組に対して、更な

る支援を行うとともに、電気自動車等の購入補助事業も充実させ、初期需

要の創出と充電インフラの整備、関連産業の振興につなげてまいります。 

また、低炭素社会の実現に向けた新エネルギーの普及施策として、住宅

用太陽光発電システムの設置を引き続き支援します。さらに、新規事業と

して、環境と経済を融合してＣＯ₂削減を目的とした、「ＥＣＯ２プロジェ

クト」を実施します。この事業は、市内の事業所における環境配慮行動に

ポイントを付与し、新エネ・省エネ設備を導入した場合に、取得ポイント

に応じて支援するものです。この対象行動の一つであるノーマイカーウィ
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ークを今年度は６月と１０月の２回実施することとし、多くの事業所から

の参加が得られるよう働きかけてまいります。 

自然環境浄化センターでは、バイオマスタウン構想の柱の一つである、

下水汚泥の処理によって発生する消化ガスを利用した発電装置を設置し、

場内の電力として活用することにより、電力量の軽減に努めます。 

 

 〔商工業〕 

ここ数年、世界的な経済不況の影響を強く受けてきた日本経済は、昨年

から少しずつ持ち直してきたものの、その動きに足踏みが見られ、また、

エコカー補助金の終了、高止まりする円や長引くデフレなど、先行きは予

断を許さない状況にあります。本市においても、一部景気回復の兆しが見

られるものの、長びく不況と先行き不透明感から、中小企業者を取り巻く

経営環境は、依然厳しさが続いています。 

今年度予算では、設備・運転資金である「地域産業活性化資金」の必要

額を措置するとともに、国の「セーフティネット保証制度」のうち、業種

認定を受けた地域産業活性化借換資金の信用保証料に対し、全額補給を９

月末まで実施します。さらに、全額補給の対象から外れた業種についても、

一定要件を満たせば０．４％を超える信用保証料を新たに補給するなど、

逼迫
ひっぱく

する中小零細企業の資金繰りを支えてまいります。 

中心市街地商店街の空き店舗を活用して新規に創業する者に対し、開業

や新規雇用に係る経費の一部を支援し、商店街の活性化に取り組むほか、

老朽化した諏訪町商店街アーケードの改修等を支援します。 

柏崎フロンティアパークに進出した株式会社東芝の新型二次電池の工

場は、今月生産開始予定であり、株式会社アール・ケー・イーの木質ペレ

ット工場は、４月に操業を開始する予定です。これらに続く企業立地を促
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進し、更なる産業の活性化と雇用の拡大を図ってまいります。 

 

〔農林水産業〕 

平成２２年産米は、夏の異常高温と雨不足により、一等米比率が１２％

台と過去に経験したことのない品質・収穫量の低下となり、更に米価の下

落が重なり最悪の年となりました。しかしながら、戸別所得補償制度のモ

デル事業が施行され、減収相当分が補てんされる予定です。今年度は畑作

物の所得補償を加えて本格実施されることから、これを有効に活用して安

定した水田農業の確立に努めます。 

農家所得の向上に向け、六次産業化による農産物及び加工品のブランド

化や販路拡大を支援するとともに、柏崎野菜の消費拡大のため、ＪＡ柏崎

を始めとする農業団体と連携を図りながら、園芸産地の育成と地産地消を

推進してまいります。また、新たな雇用対策として、通年営農体制への経

営改善に取り組む農業者に対し、新規雇用に係る経費を補助し、複合経営

の推進と農業従事者の拡大を図ってまいります。 

国営土地改良事業については、栃ヶ原ダムと後谷ダムが、昨年８月から

供用を開始しており、この春から本格稼動となります。市としても、農家

負担を軽減するためにダムなど国営造成施設の維持管理費を支援します。

市野新田ダムについても、早期完成が求められることから、国等関係機関

と連携して本体工事着工の早期実現に努めてまいります。 

なお、変革期を迎えた農業経営や国営土地改良事業の進捗状況等を踏ま

え、農林水産課、国営土地改良事業室の組織の統合と見直しを行い、農林

水産課と、農政のソフト部門を担う農政課に分割します。 
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〔観光〕 

観光産業の振興については、引き続き柏崎観光協会や柏崎地域観光復興

推進協議会と連携し、観光客の誘致に取り組みます。 

近年、まち歩き観光が脚光を浴び、その土地の自然・歴史・文化はもと

より、そこに住む人々の生活文化も含めて観光資源の対象となってきてい

ます。柏崎市でも地域の歴史や文化、地場産業などに光を当ててまちづく

りに生かし、誘客の拡大を図ることが大切です。北国街道など七街道や名

勝、史跡、歴史的文化遺産などを巡る歴史文化探訪コースの設定にも着手

します。あわせて、歴史文化ボランティアガイドの養成を行います。 

また、県、各市町村、観光関係者で構成する「うまさぎっしり新潟」観

光推進協議会に参画し、各種観光イベント等を活用し誘客に取り組んでま

いります。 

本年１月に行われた第２回全国ご当地どんぶり選手権において、柏崎の

新しい名物「鯛茶漬け」が堂々の３位入賞を果たしたことは、特筆に値し

ます。この快挙を一過性に終わらせることなく、柏崎に「鯛めし」、「鯛茶

漬け」ありと、本市の食観光の目玉として定着させるため、関係機関と連

携し、積極的にＰＲ等に取り組んでまいります。 

 

〔雇用〕 

長引く不況による厳しい雇用環境の中で、有効求人倍率は低迷を続けて

います。市としても新たな雇用の場を創設するため、昨年、庁内に設置し

た「雇用創出ワーキングチーム」が雇用創出事業をまとめました。そのう

ち、早期に取り組む事業は既に述べたところですが、介護・医療部門に「介

護支援専門員人材確保事業」、「介護従事者人材育成支援事業」、「看護

師就職支援事業」を、産業部門に「中心市街地空き店舗活用創業等支援事
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業」、「農林業経営改善支援事業」を盛り込みました。また、企業立地を

促進するため有力な情報提供を行った方に報奨金を交付する「企業誘致報

奨金事業」や、市内製造業の工業団地への進出と雇用拡大を促すための「製

造業設備投資支援事業」については、今後要綱を定め、事案に対応するこ

ととしています。 

このほか、国の「緊急雇用創出事業臨時特例基金」や「ふるさと雇用再

生特別基金」を活用した事業を進めるほか、高校生の就職内定率が低迷し

ている情勢に鑑み、来年春卒業予定の高校生を雇用する事業所に引き続き

助成金を支給します。 

  

教育・文化・スポーツ 

〔人づくり〕 

未来を担う子どもたちが心身共に健やかに成長し、学校・家庭・地域で

安心して学ぶことができるよう、小学校と中学校が共通する教育理念の下

で滑らかにつながる、小中一貫教育柏崎方式を引き続き推進します。 

小学校の統合については、学区等審議会の答申に沿い、平成２４年度の

統合に向けて準備を進めています。今後閉校となる予定の５校の校舎、敷

地等の活用策については、地域の皆さまと一緒に考えてまいります。 

枇杷島小学校改築事業は校舎・体育館が完成し、今年度、グラウンド改

修工事を実施し、事業の完了を目指します。平成２２年度に着手した北条

小学校改築事業は基本設計を終了し、今年度実施設計に着手します。 

教育センター、青少年育成センターについては、その機能の重要度が一

層増しています。二つのセンターを組織的に独立させるとともに、保育

園・幼稚園を含めた教職員の研修の充実や、次代を担う青少年の健全育成

に、市民と一緒に取り組んでまいります。なお、老朽化が進んでいる施設
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の改修については、抜本的な見直しを検討します。 

昨年１月１日に宣言した核兵器廃絶平和都市宣言に係る事業について

は、市民向けの他に複数の中学校を対象にして、被爆者の話を直接聞ける

機会を設けます。また、昨年に引き続き原爆関連写真展を開催するととも

に、平和の尊さを学ぶ映画・アニメの上映も計画します。 

まちづくりを進める上で重要なパートナーである新潟産業大学、新潟工

科大学とは、本市と両大学で締結した「連携協定」に基づいて、二大学と

地元企業や地元高等学校・中学校との連携を強化するとともに、昨年実施

した大学のオープンキャンパスの開催など、今後も継続した取組を進めて

まいります。 

 

〔歴史・文化・景観〕 

柏崎の個性と特色を生かし、潤いのある豊かで活力に満ちた地域社会の

実現を目指し、市街地と農村部とを一体的にとらえた景観まちづくりを進

めるため、今後の景観行政団体の指定や景観計画策定を視野に入れて、先

進地事例の調査や市民向けの景観講演会を開催します。 

国指定文化財・名勝「貞観園」では、昨年度修復した茶室「抱月楼
ほうげつろう

」に

引き続き「月
げっ

華亭
 かてい

」の修復とその周辺の庭園整備を３年間かけて実施する

ため、国・県とともに引続き支援をしてまいります。 

震災で大きな被害を受けた飯塚邸については、昨年建物等の現況実測調

査及び解体・組立実施設計が完了しました。今年度は文化財的価値、歴史

的建造物としての風情を残しながら修繕工事を行い、平成２４年度再オー

プンを目指します。 
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〔スポーツ〕 

トキめき新潟国体を契機にスポーツ振興の気運が高まってきています。

平成２４年度に新潟県を中心として北信越ブロックで開催される全国高

等学校総合体育大会では、水球とハンドボールが本市で行われます。その

開催に向けて実行委員会を立ち上げ、準備や選手強化に取り組みます。 

また、昨年８月に活動を開始した「ブルボンウォーターポロクラブ柏崎」

は、社会人クラブチームとして全国的にも注目されています。地域が支え

るスポーツ活動への関心の高まりを受け、市民、地元企業、競技団体一体

となって支援の輪が広がることを期待し、市も応援してまいります。 

スポーツ合宿では、玉川大学、明治学院大学硬式野球部を始め、競泳・

水球、陸上など多くの優秀選手、指導者が来柏しています。更に交流を深

め、指導を仰ぐことで競技力の向上につなげたいと考えています。 

 

健全財政と行政改革   

 〔健全財政〕 

昨年度見直した財政計画に基づき、今年度の予算編成を行ったところで

すが、今日の経済状況の中で税収が伸び悩む一方、扶助費や公債費といっ

た義務的経費の増加により財政状況は厳しさを増しています。今年度の予

算においては、市債残高の抑制を図るため充当事業を精査するとともに、

合併特例債・過疎債を優先し、交付税措置などのない一般起債の発行は極

力抑制しました。加えて、公の施設の見直しによる施設の廃止・解体や学

校給食の完全委託など、経常経費の削減を進め、健全財政の維持に努力し

たところです。今年度も厳しい地方財政に対応するため、国は地方交付税

の増額や臨時財政対策債の発行等により補てんすることとしていますが、

それでも本市においても財源不足が避けられず、財政調整基金や減債基金
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の取崩しによる財政運営を強いられています。 

また、災害復旧事業債償還の本格化に伴い、実質公債費比率の上昇が大

きな課題となっています。このため、平成２２年度に引き続き公営企業債

の補償金免除繰上償還（借換債）や一般会計既往債の計画的な繰上償還を

実施することとしています。さらに、財政健全化を図る上でのもう一つの

課題である将来負担比率の軽減のため、柏崎地域土地開発公社保有地の早

期買戻しについても、今後の財政状況を勘案しながら、計画的に取り組む

こととし、第四次総合計画後期基本計画において検討してまいります。 

柏崎処理区の公共下水道使用料は、平成１２年度から現行料金のまま据

え置かれていますが、経営計画に基づく適正な料金とするため検討を行う

必要があり、平成２４年度からの改定実施を目指します。また、料金格差

のある公共下水道と農業集落排水事業の料金の統一を目指し、さらには、

両会計を（仮称）下水道事業会計とした会計統合についても検討してまい

ります。 

平成１９年度から２２年度までに、中越沖地震からの復旧・復興と継続

的な地域振興に対する支援として、電源三法交付金約６０億円が交付され

ました。昨年の政府の事業仕分けを通じて、電源三法交付金の使途拡大、

発電実績に応じた交付金の算定など、原子力発電所立地地域への支援は拡

充の方向にありますので、今後とも交付金制度を有効に活用して地域振興

を図ってまいります。 

 

〔行政改革とコンプライアンス〕 

厳しい財政状況の中で将来にわたって安定した市政運営を維持してい

くため、平成２２年度から２４年度までを計画期間とする「行政改革推進

計画」に沿って不断の行政改革を推し進め、行政サービスの質の向上、行
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財政運営の効率化、健全化を図ります。 

 民間活力の導入として、平成１５年度から順次進めてきた学校給食調理

業務は、今年度から全て民間委託となりますが、引き続き安全でおいしい

給食の提供に努めてまいります。また、ごみ処理場運転業務についても、

完全民間委託に移行します。 

かねてから検討してきましたさざなみ学園の民営化については、社会福

祉法人柏崎刈羽ミニコロニーに移管できるよう、保護者の理解を得ながら

諸準備を進めてまいります。枇杷島、東部の二つの保育園については、平

成２４年度から民営化することとしており、法人との引継保育を実施し、

スムーズな移行に配慮してまいります。 

平成２７年度当初の職員数９００人を目標とする「第四次定員適正化計

画」に基づき着実に職員数の削減を図っており、併せて人件費の総額を抑

制するとともに、組織のスリム化を図ります。また、公の施設の見直し、

整理を継続して実施します。 

相次ぐ不祥事を受けて、市職員の資質の向上、コンプライアンスの確立

に向け研修を一層充実させ、公務員としての高い倫理観を持った職員を育

成する必要があります。本年３月に「人材育成計画」の改訂を行い、より

質の高い行政サービスを提供できるよう努めてまいります。現在、コンプ

ライアンス推進委員会において再発防止に取り組んでいるところですが、

業務手続や制度の改善、職員の倫理に関する条例の制定などの検討を進め

ており、職員の意識改革を組織的に行い、市民の信頼回復を図ってまいり

ます。 

本市では、平成１５年度から情報化関連業務をアウトソーシングしてき

ましたが、今回、情報システム経費の適正化や透明性の確保等の視点から、

「電子自治体最適化ガイドライン」を策定します。今年度からは、そのガ
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イドラインに沿って、新たな情報化関連業務の包括アウトソーシングを実

施するとともに、情報化関連経費の削減を始め、業務改善などのＩＴ投資

効果を生み出してまいります。また、情報化関連業務等における庁内及び

外部機関を統制するため、外部専門家による情報ＣＩＯ補佐官を任命し、

一層の行政事務改善や透明性の確保を図ります。なお、平成２４年７月施

行予定の住民基本台帳法改正への対応に伴う新たな基幹系システムにつ

いても、この制度の中で導入してまいります。 

 

以上申し上げた施策を含む平成２３年度の当初予算規模は、一般会計が

５２１億円、前年度比０．５％の減となりました。また、特別会計と企業

会計が合計３８９億２千６０２万２千円、合わせますと総予算額は９１０

億２千６０２万２千円、前年度比２．６％の増となりました。 

 

むすび 

今私たちを取り巻く環境は、内外を問わず大きな変動期を迎えています。

国内的にも国際的にも流動化が進み、これまでの世の中の仕組み、様々な

既成の枠組み、価値観が揺らいでいます。国際的には、強権的なアラブ諸

国における民主化への巨大なうねりが、世界の政治、経済そして社会生活

に大きな影響を及ぼしつつあります。また、国内に目を転ずると厳しい経

済・雇用情勢の中、国政における混迷が深まり、地域主権への動きも、そ

の道筋が見えてこないなど、まさに先行き不透明な不確実な時代を迎えて

いると言わざるを得ません。 

本市においても、全国の地方都市共通の課題である少子・高齢化、人口

減少、過疎化が進行しており、自立したまちづくりを進めながら、いかに

まちの活力を維持していくかが課題となっています。 
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このような大変厳しい難しい時代ではありますが、私の公約であるマニ

フェストを着実に実行しながら、市民が安全で安心して暮らせるまちづく

りをしっかりと進めてまいります。 

柏崎市制施行後７０年の歴史を顧みて、今日の柏崎を築き上げてこられ

た多くの先人・先輩諸氏のご労苦とご努力に思いをいたすとともに、市民

の英知を結集し力を合わせて、この時代を乗り越えていかなければなりま

せん。柏崎市民は、あの中越沖地震という大災害から立ち直り、復興を遂

げ、新しい柏崎市を建設するために前に向かって進んでいます。その復興

は震災前の柏崎に戻すのではなく、新たな柏崎を創り上げていくものです。

そして、次に続く世代に安心と元気と希望の持てるまちとして、柏崎を引

き継いでいかなければなりません。 

 次の時代を担う子どもたち、孫たちが、ふるさと柏崎に愛着を持ち、こ

こに生まれ、住んでよかったと思えるまちにするために、柏崎の持つ魅力

に更に磨きをかけ、力強く前進したいと思います。「あなたが住んでいる

柏崎はどんなまちですか」と尋ねられて、自信と誇りを持ち、胸を張って

答えられる、そんな柏崎でありたいと思います。 

 そのためにも市民一丸となって、その総合的な市民力を発揮することが

何よりも大切であり、私もこの「地方の時代」、「変革の時代」を切り開い

ていく力強いまちづくりに、引き続き全力投球してまいります。 

議員各位並びに市民の皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げ、私の

施政方針といたします。 


