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令和５（２０２３）年度予算要望に際して 

 

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響やロシアのウクライナ侵攻に

よる原油等の輸入価格高騰、人口減少・少子高齢化、潜在成長率の停

滞など、内外の難局が同時かつ複合的に押し寄せている。国では、こ

の難局を単に乗り越えるだけでなく、課題解決と経済成長を同時に実

現しながら強靭で持続可能な経済社会の構造に変革する「新しい資本

主義」を起動するとしている。また、国の「経済財政運営と改革の基

本方針 2022」では、「新しい資本主義」の実現に向けた重点投資分野

として、「人への投資と分配」、「科学技術・イノベーションへの投資」、

「スタートアップ（新規創業）への投資」、「グリーントランスフォー 

メーション（ＧＸ）への投資」、「デジタルトランスフォーメーション

（ＤＸ）への 投資」の５つを柱とし、経済・財政一体改革を着実に推

進することとしている。 

新型コロナウイルス感染症との闘いが３年にわたる中で、物価高に

よる家計への影響や児童虐待、フレイル、学びの格差などが生じやす

くなっていると懸念されている。 

柏崎市は、本年令和４（２０２２）年度、第五次総合計画後期基本

計画がスタートした。後期計画では、基本構想の最重要課題である

「人口減少・少子高齢化の同時進行への対応」を踏まえ、重点戦略と

して「子どもを取り巻く環境の充実」と「大変革期を乗り越える産業

イノベーションの推進」を位置付けているが、２０４０年に向けて自

治体におけるＤＸ推進は、組織内の変革にとどまらず、住民にとって

欠かせない医療・福祉・教育などのインフラの利便性を向上させる。 

つまり、ＤＸ推進レベルが住民サービスの指標になる。また、企業

においては、ＤＸを加速させ産業イノベーションを起こす人財の活躍

が不可欠である。 

令和５（２０２３）年予算編成においては、後期基本計画の実現を

目指すとともに、現下の情勢を踏まえつつ、 感染症と共生する社会を

前提としたウィズ・アフターコロナの視点を持ち、住民サービスの向

上を目指した自治体ＤＸを推進するとともに、物価高への対応策を講

じ、市民生活の安定と地域産業経済の振興に資する予算編成を望む。 

コロナ禍による社会変容や価値観の変化、そして何よりも人口減少

に応じた自治体事業の取捨選択に取り組み、「現場の声」を的確に捉え

時代の潮流を捉えた新たな事務事業に取り組み市民生活や事業活動の

ニーズに対応した予算編成に取り組んでいただく様、柏崎市議会公明

党として令和５（２０２３）年度予算要望を提出する。 

 

 



重点要望 

１．ウイズ・アフターコロナを前提に企業・小規模事業者、個人事業

主に対しての支援策の継続及び雇用の維持と物価高騰に対応した市

民生活の下支えの強化。 

 

２．柏崎版全世代型社会保障の構築に向けて、将来を支える人材を育

む未来への投資として、子育て・若者世代への支援を強化し、少子

化対策に全力で取り組むこと。 

 

３． ２０４０年問題に対応した、柏崎版デジタル田園都市構想の下、

人口減少対策・移住定住の向上と女性のデジタル人材の育成支援等

市民所得向上に向けた施策の展開。 

 

４．自治体ＤＸの推進・マイナンバーカードの活用によるプッシュ型

行政サービスの推進、自治体マイナポイントの導入による、非接触

型決済の推進。 

 

５．柏崎エネルギービジョンに基づき、２０３５年カーボンニュート

ラルに向けた具体的な支援及びロードマップの策定。 

  

６．曽地スマートＩＣ及び上条スマートＩＣ実現による地域振興と災

害に備えた避難道路の整備・確保。 

 

７．国土強靭化計画による老朽化している公共施設及びインフラの改

良・補修工事計画の策定及び「個別施設計画」に基づく公共施設等総

合管理計画による公共施設の適正管理。 

 

８．（仮）柏崎防災学習センターの設立により地域防災力の向上を目指

し 2 大学との連携による防災教育の推進。 

 

９．水球のまちかしわざきに資するプールの設置等環境整備、市営プ

ール及び民間プールの活用による小中学校の水泳授業の推進。 

 

10．拉致被害者全員の帰国を目指した拉致問題の一刻も早い解決。 

  

11.新産業団地の建設及び企業誘致の促進。 

 

12．第３２次地方制度調査会提言、「地域の共助組織の在り方」の検討

及び２０年後のまちづくりを目指した「地域の未来予測」の作成。 



「人と地域が輝く共生社会を目指して」 
 

Ⅰ 生命と暮らしを守る地域社会、生活環境の向上を目指して 

新型コロナウイルス感染症拡大防止、原油価格や物価高騰による市民

生活や経済活動の圧迫が懸念される中、市民生活や地域経済活動への

支援が急務である。また、自然災害への防災減災対策を推進し、災害

に強いまちづくり、あい・あーるエナジーとの連携による脱炭素社会

の構築、ＤＸによる産業イノベーションを推進し、誰もが安全で安心

して生活できる、まちづくりを目指した予算編成を望む。 

 

１．感染症予防と経済活動支援、雇用維持・生活の下支え 

・新型コロナウイルス感染拡大防止対策、医療提供体制の強化。 

・原油高・物価高に対応した生活支援及び企業支援。 

・産業イノベーションと雇用の維持・企業継続支援対策の継続。 

・女性をはじめ「人への投資」の強化とデジタル人材の育成強化。 

・ソーシャルビジネス等、起業家支援による雇用の創出。 

・自治体マイナポイントの導入及び地域デジタル通貨の導入による地

域経済の活性化。 

 

２．次世代エネルギー・デジタル・ゼロカーボン都市を目指して 

・あい・あーるエナジー（株）を活用した電力の地産地消による脱炭

素社会の構築。 

・ＤＸに合わせた情報産業の育成やスーパーシティーの構築。 

・デジタル活用支援員の育成と活用による情報弱者（高齢者・障がい

者・外国人・生活困窮者・IＴ人材配置の厳しい事業所等）対策の推進。 

・水素ステーションの設置による、FＳＣ及び水素エンジン普及啓発事

業の事業化。 

 

３．原子力発電所の安全性強化と信頼回復に向けて 

・国・県との共同による現実的な原子力災害避難計画の策定。 

・国による原子力政策に対する国民的理解の推進の強化。 

・国及び事業者に対して核燃料サイクル及びバックエンド対策の早期

確立。使用済み燃料の乾式貯蔵など、使用済み燃料保管の安全確保。 

・原子力災害時の避難道路の確保、国道 352 号（荒浜地内）、国道 353

号（高柳町石黒～十日町市蒲生）及び県道 275 号（門出石黒線）の

改良促進。 

 

４．市民の快適な生活環境を支えるインフラ基盤の整備に向けて 

・市民が安心して暮らすことができる、多様な公共交通システムによ



る公共交通の確保 

・公共交通ネットワーク構築と利便性の向上 

・空き家対策の推進と空き家・空き地の利活用対策の研究 

・地域防災・防犯対策の強化による安全で良好な生活環境の確保 

・豪雪時のみならず恒常的で安定した除雪体制の確保 

 

 

５．社会基盤の整備による市民生活の向上と安全確保に向けて 

・上越・北陸新幹線への接続の利便性向上及び越後線の存続確保及日

本海縦貫新幹線構想の推進。 

・８号バイパス事業の事業推進と早期完成及び地域生活の利便性確保。 

・鵜川ダム事業推進および鵜川・鯖石川・別山川等の治水事業の更な

る推進。 

・ハザードマップの活用やタイムラインを活用した防災意識の向上。 

・鯖石川や鵜川河口、シーユース雷音裏等の堆砂対策。 

・越後線橋場踏切の立体化及び県道黒部柏崎線からコミセンに入るた

めの道路の新設 

・市道 11－133 号線の改修及び「長新橋」の改修 

・市道 4－32 号線の事業継続による全線拡幅及び周辺の浸水対策の実

施。 

 

６．豊かな環境を守る脱炭素社会の実現に向けて 

・都市金鉱と言われるＰＣや携帯電話などの回収促進 

・環境税の活用による林業の振興 

・「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく施策の推進 

・市民参加によるエコポイント事業の推進 

 

７．産業・雇用―地域産業の基盤強化に向けて 

・中小・小規模事業者へのプッシュ型伴走型支援の強化。 

・産・官・学・金総合連携で産業活性化を推進、若者の起業家支援 

・女性や学生など地元採用企業への助成継続 

・I ターン、U ターン者への住宅支援事業の創設 

・障がい者雇用の推進、農福連携による多様な雇用の創出 

・子育てや介護などと仕事が両立でき、多様な人材が活躍できる環境

の整備、子供の遊び場の確保。 

・ソーシャルビジネスを含む起業・創業に対する支援の充実 

・農林水産業者と 2 次産業者との交流による６次産業化の促進 

・地域商店等のキャッシュレス化への支援 

 

 



８．地域産業の技術力を生かし稼ぐ力、競争力向上に向けて 

・IoT やＡＩなどの情報産業の支援強化 

・IoT・ＡＩ、ＲＰＡなどの導入による産業効率化への支援 

・大学などとの連携による新技術の開発や新たな新製品創出、販路開

拓など、意欲ある事業者に対する支援の強化 

・地域資源をいかした観光地域づくりを進め、新たな観光産業の育成

と交流人口の拡大 

・スマート農業による生産性の向上支援（ＡＩやＩoＴ等の活用） 

・農業生産基盤の整備保全、多様な担い手確保による持続可能な農林

業支援 

・地域経済の活性化・雇用の確保、企業誘致の推進 

・６年目に向けた「米山プリンセスブランド」の着実な取り組み 

 

 

Ⅱ柏崎版全世代型社会保障の構築による「健康都市」を目指して 

国は、「全世代型社会保障を構築し、新しい資本主義を実現することで、

国民一人一人が豊かさを実感できる社会をつくる」としている。 

すべての市民が生きがいを持ち、豊かに健やかに暮らし、特に若い世

代が安心して出産や子育てができ、高齢者が安心して地域で暮らせる

地域包括支援センターの機能強化など「健康都市」の実現を望む。 

 

１．健康・福祉・子育て全世代が安心して暮らせるまちづくり 

・薬局、薬剤師との連携による地域包括ケアの推進。 

 （健康サポート薬局・地域連携薬局事業の支援と推進） 

・オンライン診療の取り組みを図ること 

・電話リレーサービス（手話）による窓口サービスの向上 

・認知症の方が安心して地域で暮らせる環境整備のための施策の推進 

・多様化・複合化する地域ニーズに対応する地域包括型の福祉サービ

スの推進 

・単身高齢者・高齢者家庭の地域見守りネットワークを構築 

・福祉人材の確保（看護・介護・保育・障害福祉）ならびに離職者ゼ

ロに向けた施策の充実を図る 

・高齢者虐待防止の施策の推進 

・福祉総合相談窓口の充実 

・生活困窮者自立支援施策の充実 

・がん検診の受診率の向上を図るとともに、がん予防に有効な検診を

導入し、早期発見・早期治療に努めること 

・糖尿病など生活習慣病予防対策の強化ならびにフレイル対策 

・健康のための自己診断サイトの立ち上げ「心の体温計」「これって認

知症」「がん検診のすすめ」 



・市民の身近な場所に「まちの保健室」を設置 

・障がい者就業生活支援センターの設置 

・ジョブコーチの養成支援など障がい者の就労支援を図ること 

・障がい者の相談支援体制の強化 

・福祉作業所の通所施設の充実を図ること 

・自殺防止対策を積極的に取り組むこと 

・精神疾患に対する地域支援体制の充実を図ること 

 

２．子育て・若者支援 

・出産子育て支援のトップランナーを目指した施策の充実と見える化 

・産前からの伴走型相談支援の充実 

・産後ケア事業の更なる充実を図ること 

・一時保育や未満児保育事業、病児保育事業の充実、申請手続きの簡

素化 

・子育てバウチャー制度の充実 

・子育て支援アプリの導入 

・赤ちゃんの駅・移動式赤ちゃんの駅の導入 

・障がいのある児童の通学支援の拡大（県立聾学校への通学支援） 

・聴覚障がい児・人工内耳装用者支援制度の導入 

・発達障害などの早期発見、早期対応。総合相談体制の確立 

・こどもたちの遊び場の確保と環境整備 

・児童虐待防止連絡会議の連携強化ならびに SNS 相談体制の確立 

・柏崎版地域若者サポートステーションの設置 

・ひきこもり、ニートなど困難を抱える若者の相談支援体制の充実 

・ワークライフバランスの施策の充実 

・障がい児の登校前支援と放課後ディサービスの充実 

 

Ⅲ．洗練された教育・スポーツのまちづくりをめざして 

ＧＩＧＡスクール構想の推進、デジタル教科書に対応するためのＩＣ

Ｔ支援員の配置による教員への支援等、学校のＤＸ支援が必要である。

また、教員事務支援員の配置など学校の働き方改革が急務であるとも

に、学校間格差や家庭間格差が生じない支援策を講じ、知徳体のバラ

ンスの取れた教育で「生きる力」を育み、２大学との連携による図書

館、博物館の活用による社会教育環境の充実。スポーツによる地域づ

くり、「水球のまち柏崎」を目指した取り組みの推進を望む。 

・子育て教育支援をより一層進めること 

・デジタル教科書に対応したＩＣＴ支援員の配置。 

・スクール・サポート・スタッフの配置による教員の事務負担の軽減。 

・部活の地域移行、学校地域間のコーデネーター配置と支援 

（スポーツ団体への補助金、指導者配置と要請、貧困家庭への支援等） 



・大学と連携をした防災リーダーの育成（学生防災リーダー育成） 

・中学校などによるジュニア防災リーダー学習の導入 

・ソフィアセンターと２大学の図書館とを連携させた図書館機能の強

化や博物館と連携 

・大学との連携による防災学科の導入及び防災教育の強化 

・SNS による子供たちの被害防止を図ること 

・いじめ・自殺 SOS 教育の推進（LINE アプリ活用） 

・小中学校プールの段階的な廃止と水泳事業にアクアプールの活用 

・新学習指導要領の改訂に伴う教育の推進 

・インクルーシブ教育の支援体制を確立すること 

・学校図書の蔵書並びに読書環境の充実 

・子ども読書活動推進計画の推進 

・平和教育の推進 

・教育相談事業の人的強化 

・「水球のまち柏崎」を目指した取り組みの推進 

・特別支援教育においてそれぞれの障害に応じた教育のあり方を進め

ること 

・軽度発達障がい児に対する教育的支援を強化すること 

・貧困による学力格差が生じないようすべての子供の成長を図ること 

・ICT 利活用教育の推進で一人一人に対応した丁寧な教育を進めるこ

と 

 

 

Ⅳ．魅力・文化―『柏崎らしさ』を発信するまちをめざして 

地域の固有の歴史や文化の継承を進めるとともに、優れた歴史的・文

化的景観の保全・活用に取り組み、国内外に情報発信し、交流や定住

を促進し、柏崎の個性が活きるまちづくりへの取り組み。２大学と連

携したまちづくりの強化。 

１．歴史や文化の息づく『柏崎らしさ』をつくる 

・新庁舎建設を核とした中心市街地の魅力づくりの推進 

・多彩な魅力を市内外に発信するシティセールスの強化 

・ふるさと納税活用による地域の個性を産業化、地域振興活性化への

取り組み（木村茶道美術館・荻ノ島など体験型観光） 

・外国人住民が地域社会へ参画できる多文化共生社会への取り組み強   

 化 

・友好姉妹都市や災害連携都市など関係市町村との連携による交流人

口の促進 

・観光スポットやワーケーションに対応した Wi-Fi などの環境整備 

・「柏崎市観光ビジョン」の推進による広域圏観光交流への取り組み 

・地域おこし協力隊の活用による移住・定住促進施策の取組 



・木村茶道館美術館や綾子舞会館、貞観園、飯塚邸などの連携による

観光物語の作成 

・おけさ・三階節や神楽舞などの地域風俗芸能の伝承と観光化 

 

 

Ⅴ．自治経営―多様な主体と共創し共育するまちをめざして 

市民と行政との情報共有による市民参加のまちづくり、効率的な行政

組織の構築、健全財政運営。戦略的な地域情報化の推進による戦略的

自治体経営・地域経営への取り組み。 

 

１．平和と人権を尊重する社会の実現を目指して 

・核兵器廃絶平和宣言都市としてプライドを持った平和教育の推進 

・男女がともに個性と能力を発揮できる男女共同参画社会を目指す施

策を図る 

・性的マイノリティ（LGBT）の理解促進をはかること 

・女性の活用加速化プランの策定 

・庁内女性管理職登用の推進や各種審議会における女性委員の登用率

のアップ及び防災会議における女性委員の登用に向け、積極的な取

り組みを図ること 

・若者雇用対策の推進 

・域学連携の推進 

 

 

２．持続可能な行政力向上を目指した行政経営に向けて 

・行政経営計画の策定、計画に基づく行政経営の推進 

・自治体ＤＸの推進に併せてＡＩなどの導入、ＩＣＴ化による行政業

務の効率化、「次世代型行政サービス」への取り組み。  

・マイナンバーカードを活用したプッシュ型市民サービスによる市民

サービスの向上 

・財政状況の見える化、デジタル予算書と連動した、フルコスト記載

の行政評価の公開及び行政評価に基づくＰＤＣＡによる行政運営 

・地域内人口減少及び職員の減少に応じた事業の取捨選択への取組み 

・「個別施設管理計画」や固定資産台帳の活用による公共施設等管理計

画の見直しによる適正配置及び管理・運営 

・デジタル予算書と連動した「連動型事業別予算」による市民にわか

り易い予算編成と公開 

・指定管理の見直し及び包括施設管理委託方式によるコスト削減とサ

ービスの向上・業務効率化 

・新たなる税収の確保や市が行なう事業の受益者負担の適正化 

・高効率で、住民サービス向上を目指した機構編成 



・田尻保育園の改築に向けた取り組みを着実に行うこと 

・閉校を含む未使用財産の有効活用と処分  

・補助金等の適正化に向けたサンセット条例や要綱の見直しの検討

（事業の見直し） 

・公文書管理条例の制定 

・内部統制の確立 

・コンプライアンスの遵守・職員倫理の確立 

・職員の適材適所における人材配置ならびに多様化・複雑化する課題

に対応する専門職員の配置 

・行政改革推進委員会における外部評価の取り組みを継続すること 

 


