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様式第１３号                         通告番号  №     

 月   日午    時   分受理  

 

一 般 質 問 通 告 書 
 

下記のとおり一般質問したいので、議会会議規則第６２条第２項の規定により通告します。 

令和４年５月２３日  

 

柏崎市議会議長   様  

柏崎市議会議員  近藤由香里  

記  

一括・一問一答  
 

番号  質 問 の 項 目 と 要 旨  要答弁者  

１  

 

地域エネルギー会社がもたらす市民福祉の向上  

（１）公共施設への電力供給と今後の経営課題  

（要旨）  

電力市場価格の高騰により、全国各地で新電力会社の経営破綻が続い

ている。仙台市では公共施設に電力供給していた新電力会社が経営破綻

し、料金が割高となる「最終保障供給」制度を利用して、送配電事業者

からの電力供給を受けつつ、新たな電力調達先を確保するため再入札す

ることが報じられた。また、掛川市では公共施設の契約を官民出資の地

域新電力会社に切り替えた結果、令和３年度の電気料金が前年度比

5,000 万円増加したことが明らかになった。本市においても、新電力の

入札不調により、大手電力会社との契約に切り替えた公共施設があると

当初予算審査の中で聞いている。  

こうした状況下で、今年３月３０日、本市では資本金 2,030 万円（出

資比率 67.66％）を投じて地域エネルギー会社「柏崎あい・あーるエナ

ジー株式会社」を設立し、櫻井市長が代表取締役社長に、西巻副市長が

取締役に就任された。予定では今年 9 月までに電力販売事業を開始する

としているが、新電力会社にとって厳しい環境下での船出であり、これ

からの会社経営を心配する市民の声は少なくない。  

柏崎市議会に示されている事業計画案では、設立初期の電力供給先は

市公共施設（高圧）に絞り、電源開発と並行して、段階的に規模を拡大

する方針が示される。また、公共施設は、全ての施設（高圧）をまとめ

てマネジメントし、市は電気料金削減と低炭素化のメリットを、会社は

経営基盤安定のメリットをそれぞれ訴求する、としている。  

現在、本市では市内２か所にオフサイト型太陽光発電と蓄電池設置工

事の公募型プロポーザルを進めているが、事業計画では需給一体型の太

陽光発電（屋根置き型やカーポート型）も営業方針とされている。  

また、自前の発電が可能となるまでは、売電するなら日本卸電力取引

所 JEPX 等からの電力調達となるが、世界情勢を鑑みれば、電力市場価

格の高騰が続くことが予想され、会社経営へのダメージが危惧される。 

（質問事項）  

以下３点について伺う。 

●公共施設が契約する電力会社のうち、新電力から大手電力に切り替え

た事例における最終保障供給制度の利用状況、及び今年度の公共施設

の電気料金の見通し（予算計上額では不足するのではないか）  

市長  
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●柏崎あい・あーるエナジー（株）の経営課題として、電力販売事業の

開始時期及び受給一体型太陽光発電の導入の考え方  

●柏崎あい・あーるエナジー（株）が、公共施設に対し電力販売事業を

行う場合の契約について  

 

（２）内発的発展を促す今後の取組  

（要旨）  

 全国の地域新電力を支援する  （一社）ローカルグッド創成支援機構・

事務局長の稲垣憲治氏は、以下のように述べている。  

【自治体新電力（自治体が出資する新電力）の設立目的・利点は「公共

施設の電気代削減」「エネルギーの地産地消」「地域経済循環」「地域脱炭

素化」といった行政課題の解決に、同時に貢献できる点である。ただし、

行政課題解決に取り組むにあたっては、外部に全てを任せるのではな

く、地域主体で取り組む「内発的発展」が重要となる。（引用：令和３年

1 月「おしえて！アミタさん」自治体新電力の意義～地域経済循環や地

域脱炭素化の主体に～）】  

 内発的発展とは、外部のノウハウを活用しながら、地域主体で持続的

な発展を目指す概念であり、端的に表現すれば「市民から応援されるこ

と、市民の理解と協力を得ること」だと考える。  

 広報かしわざきの令和４年１月号の特集記事でも、地域エネルギー会

社が柏崎にもたらすメリットとして、「暮らし―便利さはそのまま」、「仕

事－ビジネスチャンスが広がる」、「まち―選ばれるまちになる」とし、

最後には「地域エネルギー会社を応援してください」と結んでいる。 

 会社の事業を通して、市民とともに行政課題の解決に取り組み、持続

可能な「脱炭素のまち・柏崎」を目指していく考えは理解する。  

しかし、市民から柏崎あい・あーるエナジー（株）を真に応援してい

ただくためには、生活実感を伴う利益の還元や地域への貢献を、具体的

に示すことも必要ではないかと考える。  

他市の事例では、三重県松阪市の「松阪新電力（株）」では、松阪市ク

リーンセンターのごみ焼却熱によるバイオマス発電や、民間事業者の太

陽光発電を利用して公共施設に電力供給を行っている。削減した電気料

金の差額を事業利益とし、その大半を松阪市に４年連続で寄付してい

る。寄付金は市内スポーツイベント（みえ松阪マラソン）の運営や、松

阪市が取り組む林福連携事業等に充当されるという。  

また、奈良県生駒市の新電力「いこま市民パワー」では、事業収益を

活用し、市内全小学校に、児童と保護者の安心・安全につながる登下校

見守りサービスを導入。IC タグを携帯する児童が学校の校門を通過する

と、保護者宛に通知メールが送信されるようにしている。なお、同社は

事業収益を株主に配当せず、地域課題を解決するためのコミュニティサ

ービスの提供という形で、市民に還元する方針だという。  

 柏崎あい・あーるエナジー（株）も、将来的には事業利益の一部を公

共・公益に還元し、地域の会社だからこそできる事業を展開したい、と

のビジョンを示しているが、この点を更に具体化していくことが、市民

からの応援、すなわち内発的発展につながるのではないか。  

（質問事項）  

柏崎あい・あーるエナジー（株）が柏崎にもたらすメリットを市民と

共有し、応援につなげていくために、今後どのように取り組むか伺う。 
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２  子どもを取り巻く環境の充実と多機関・多職種の連携  

（１）ヤングケアラー支援を進めるために  

（要旨）  

令和３年度に新潟県が行ったヤングケアラー実態調査の速報値が公

表された。調査対象は県内の公立中学校２年生 17,259 名、全日制高校

2 年生等 12,936 名であり、そのうち世話をしている家族が「いる」と

回答した中学 2 年生は 6.8％（全国では 4.1％）、高校 2 年生は 3.2％

（全国では 4.1％）。世話をしている家族の内訳は、「きょうだい」が最

も高いが、全国に比べて本件では「祖父母」の割合が高く、「自分のみ」

で世話をしている子どもの割合は約 15％であった。  

学校や市町村要対協（要保護児童対策協議会）、居宅介護支援事業所

等の支援機関では、ヤングケアラーの存在を意識して対応しているもの

の、「家族内のことで問題が表に出にくく、子どもの状況把握が難しい」

「子ども自身やその家族がヤングケアラーという問題を認識しない」こ

とが課題とされている。  

また、ヤングケアラー支援においては、「学校で子どもが教職員に相

談しやすいこと」、「ヤングケアラーについて把握する体制を構築するこ

と」、「学校にヤングケアラー本人や保護者が相談できる窓口があるこ

と」が必要であるとの回答が多数であった。  

ヤングケアラー支援は、ヤングケアラーの存在に「気付く」こと、支

援機関に「つなぐ」こと、当事者である子どもと世話をされる対象とな

る家族を「支える」ことが必要とされる。  

本市においては子育て支援課がヤングケアラーの相談窓口として、新

潟県 HP に掲載されている。しかしヤングケアラーと思われる子どもを

要対協等につないだ割合は、中学校 42.3％（全国 19.4％）、全日制高

校 40.0％（全国 8.1％）であり、当事者である子ども達に気付き、相

談を受ける場としては学校が主体となるのではないかと考える。  

また、世話をされている家族の相談支援を通して、ヤングケアラーに

気付く可能性もあり、県調査では居宅介護支援事業所等の 40.0％、障

害者相談支援事業所等の 60.9％が要対協等につないでいる。  

そして、本市では柏崎市社会福祉協議会に委託して、重層的支援体制

移行準備事業を進めているが、ヤングケアラーへの対応においても重層

的支援が必要ではないかと思われる。  

厚生労働省が今年発表した「多機関・多職種連携によるヤングケアラ

ー支援マニュアル」では、相談窓口を明確化することが望ましいとして

おり、「窓口を一本化」する方法と「多様な相談窓口を用意する」方法が

紹介され、後者においては重層的相談窓口の活用も推奨されている。  

（質問事項）  

以下 3 点について伺う。  

●本市の小・中学校でのヤングケアラー実態把握の状況と、ヤングケア

ラーに関連する相談支援の状況（令和 3 年度～現在まで）  

●ヤングケアラー支援は要対協の枠組みの中で行われるのか、また、相

談窓口（子育て支援課）では、第三者による「気付き」も受け付けて

いるのか。  

●重層的支援体制を構築していくに当たり、ヤングケアラーとその家族

への対応も想定するのか。また、重層的支援体制構築後のヤングケア

ラーに関する相談窓口をどのように考えるか。  

 

市長  

教育長  
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（２）スクールソーシャルワーカーの活用及び配置について  

（要旨）  

 学校教育現場においては、いじめ、不登校、暴力行為、家庭での児童

虐待など、様々な憂慮すべき状況が教育上の課題となっている。  

これらの背景には、児童生徒の心や発達の問題とともに、家庭や学校、

友人、地域社会など様々な要因が複雑に絡み合う。特に養育環境が子ど

もたちの発達や行動に及ぼす影響は大きいものの、学校・教職員が家庭・

家族の問題に介入することには限界がある。また、児童生徒が医療機関

に受診・通院している場合、主治医と学校側との連携が難しいとの話も

学校関係者から伺っている。  

このように学校だけでは解決困難な事例において、関係機関等と連携

した対応を支援する専門職として、スクールソーシャルワーカー

（SSW）が挙げられる。  

 新潟県では 7 人の SSW（上越・下越教育事務所に各２名、中越教育

事務所に３名）を配置し、市町村からの派遣要請を受けて、訪問支援を

行い、問題の早期解決や未然防止の取組を行う。  

SSW の主な役割として  ①児童生徒が置かれた環境の問題（家庭、学

校、友人関係等）に働きかける  ②様々な関係機関等と連携・協働しな

がら、ネットワーク構築をコーディネートする ③学校や市町村教育委

員会・地域等におけるチームサポート体制の構築、支援  ④保護者、教

職員等に対する支援・相談・情報提供等がある。  

所管となる中越教育事務所では、令和３年度に柏崎市を含む中越管内

16 市町村に「延べ１６００回以上」の相談・訪問を行った実績があり、

本市でも県の SSW 派遣を要請した学校があると聞いている。  

 また、本県には単独で SSW を配置する自治体が 10 市１町１村ある

（妙高市、燕市、魚沼市、十日町市、三条市、新発田市、糸魚川市、上

越市、南魚沼市、新潟市、聖篭町、弥彦村）。このうち複数の市に問い合

わせたところ、SSW が市教育委員会に配置されていることで、庁内の

関係部署や児童相談所、医療機関等と日常的に連携し、学校と協働して、

迅速かつきめ細やかな支援が図られているという。  

 本市においても、教育上の様々な課題の解決を図り、第五次総合計画・

後期基本計画が掲げる重点戦略「子どもを取り巻く環境の充実」を目指

すという観点から、SSW の活用や配置は有効ではないかと考える。  

（質問事項）  

以下２点について伺う。  

●市内小・中学校における県 SSW の活用状況及び SSW の必要性・有

効性に対する見解  

●今後、市単独で SSW を配置する考えがあるか。  

 

（３）児童クラブの人材確保と多様な子どもたちへの対応  

 （要旨）  

 児童クラブは保護者の就労などにより、昼間、保護者が家庭にいない

小学校の児童を預かる子育て支援サービスであり、本市には 23 か所の

児童クラブがある。かつては市が直営で運営していたが、現在は 22 か

所を柏崎市社会福祉協議会（柏崎社協）、にしやま児童クラブ 1 か所を

西山福祉会に運営委託している。  

 大半の児童クラブの運営を担う柏崎社協では、支援員及び補助員の確

保に苦慮しており、常に児童クラブ職員の募集をかけている。  
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 その背景には、勤務時間が午後６時半までであるということ、また、

採用の身分が非常勤職員ということから、応募が非常に少ない状況にあ

ると聞いている。  

加えて、市の児童クラブに対する委託料に係る人件費の予算措置は非

常勤職員雇用分を見込んでいるものの、現場では人材確保のためにフル

タイムの正職員を一定程度雇用しており、差額の人件費は柏崎社協が超

過負担しているとの話も耳にしている。  

また、児童クラブでは、特別支援学級に通級する児童の他に、グレー

ゾーンと呼ばれる発達障害の傾向がある児童も利用していることから、

職員は対応に苦慮しており、そういった児童に対する関わり方がよく分

からない支援員もいると聞く。  

そして、児童クラブ職員の配置基準は児童約 40 名＝１単位に対し支

援員２名（うち 1 名は補助員でも可）であるものの、目が離せない少人

数の児童に支援員一人が対応すると、残りの支援員が他の多数の児童に

対応しなければならず、利用児童全般に目が行き届きにくくなる。その

ために職員加配を図っても人材確保に苦慮し、現場に負担感が生じてい

ることは、積年の課題ではないかと思う。  

本市においては、早期療育事業に始まり、発達に応じた各段階で児童

や保護者に対する支援策を講じている。また、小中学校においても特別

支援学級介助員の増員に加え、令和 3 年度からは特別支援教育相談員を

配置し、きめ細やかな対応に努めている。  

多様な子どもたちが、発達の速度や特性に応じた支援を受けながら、

安全かつ健やかに育つには、その子に合った対応が児童クラブにおいて

も継続されるべきだと考える。  

そのためには、児童クラブの職員が充足され、資質向上のための取組

を重ねること、また、小学校や子どもの発達支援課等との連携や情報共

有、そして、専門職による巡回指導など現場に対する支援・助言が必要

ではないか。  

（質問事項）  

以下３点について伺う。  

●児童クラブにおける人材確保の課題に対し、市は今後どのように対応

していくか。  

●児童クラブを利用する多様な子どもたちへの対応について、多機関と

の連携や情報共有の現状と課題  

●多様な子どもたちへの現場での対応スキル醸成のために、特別支援教

育相談員（あるいは別の専門性の高い外部人材）による巡回指導など、

新たな取組を行う考えはあるか。  
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３  ウィズコロナ時代の防災行政無線の在り方  

（要旨）  

 新型コロナウイルス感染拡大が始まってから２年が経過した。

この間ワクチン接種が進み、オミクロン株による感染事例は比較

的、軽症者が多く、療養期間や濃厚接触者の自宅待機期間も短縮化

された。停滞していた経済活動や社会活動を再開し、市民生活に活

気を取り戻すことは、ウィズコロナ時代の課題だと考える。  

 本市では、昨年度まで中止していた各種イベントを、感染防止対

策を講じた上で再開しており、６月にはえんま市が、７月にはぎお

ん柏崎まつり海の大花火大会が開催される。  

 また、市内の飲食店を応援する「GOTO！イートチケット」が５

月末まで延長され、５月中旬からは市内の宿泊事業者・旅行事業者

の事業継続支援を目的に、閑散期の旅行需要喚起策として「柏崎楽

宿キャンペーン」を実施している。  

 このように、市は経済・社会活動活性化のために各種施策を講じ

ているが、連日放送される防災行政無線では、新型コロナウイルス

感染者数の発表と、人権への配慮や感染防止のための注意喚起が

なされている。  

これに対し、市民の方々からは「防災行政無線が流れることによ

り、行動を自粛しなければならないという心理状態になる。その一

方で、市では各種イベントや飲食・宿泊の利用を促す事業を展開し

ていることに、矛盾を感じる。」とのご意見をいただいている。  

また、飲食業関係の方々からは、「防災行政無線で感染者数が発

表され、外食に関する注意事項が放送される度に、店の予約をキャ

ンセルしたいとの連絡が入る。」とも伺っている。  

総務省によれば、【防災行政無線は、県及び市町村が「地域防災

計画」に基づき、それぞれの地域における防災、応急救助、災害復

旧に関する業務に使用することを主な目的として、併せて、平常時

には一般行政事務に使用できる無線局】としている。  

 新型コロナウイルス感染拡大前は、本市の防災行政無線は災害

や応急救助等の非常連絡が主であったと記憶しているが、感染拡

大後は、連日放送され、定時放送と化している。  

 新型コロナウイルス感染拡大初期から、重症化しやすいデルタ

株の流行期には、国や県の方針に合わせて、本市においても行動自

粛を促しており、防災行政無線にその効果はあったものと考える。 

 しかし、感染拡大初期とフェーズが変わった今、防災行政無線の

内容や構成、運用について見直す時期に来ているのではないか。  

 例えば、現在、平日の 18 時 50 分、土日祝日の 17 時から放送

される防災行政無線には市政情報を盛り込み、市民が感染防止に

配慮しつつも、明るい気持ちで経済・社会活動に参画できるような

内容を放送すること、あるいは新型コロナウイルス感染症に関す

る定時放送自体の見直しを検討してはどうかと考える。  

（質問事項）  

 ウィズコロナ時代において、市民の行動が、感染防止対策と経

済・社会活動の両立につながるよう、防災行政無線の内容や運用に

ついて、見直す考えがあるか伺う。  

  

市長  

 

 


