
平成２７年度 当初予算の概要     

柳井市 



予算編成方針 

・実施計画(H25年度~H28年度)の着実な遂行 

・ローカル・マニフェスト「チャレンジ柳井２０１３」
の具現化 

★ すべては、ひとづくりから 

★ キーワードは「医・職・住」 

★ さらに開かれた市政へ 



16３億４,７00万円    
   対前年度予算額 

      ２,５００万円減 （０.２％減） 

当初予算額 

一 
般 
会 
計 

特 
別 
会 
計 

11６億４,０９３万５千円 
   対前年度予算額 

    ３億４,８５６万１千円増 （３.１％増） 



当初予算の推移 
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（単位:百万円） 

（注） 
21年度及び25年度
は骨格予算のため
６月補正後 



区    分 平成２７年度 平成２６年度 
比較（対前年度） 

増減額 増減率(%) 

地方交付税 4,840,000 4,810,000 30,000  0.6 

市税 4,503,360 4,549,503 △ 46,143 △ 1.0 

国庫支出金 1,900,490 1,770,611 129,879 7.3 

市債 1,484,600 1,702,800 △ 218,200   △ 12.8 

県支出金 1,253,427 1,141,920 111,507 9.8 

諸収入 864,111 906,855 △ 42,744 △ 4.7 

繰入金 305,939 380,889 △ 74,950 △ 19.7 

合    計 16,347,000 16,372,000 △ 25,000 △ 0.2 

歳入の状況（一般会計） 

（単位：千円） 



歳入の内訳（一般会計） 
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163億4,700万円 



市税の推移 
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歳出の状況（一般会計） 

区    分 平成２７年度 平成２６年度 
比較（対前年度） 

増減額 増減率(%) 

扶助費(社会保障費) 2,923,359 2,867,714 55,645 1.9 

人件費 2,611,683 2,722,732 △ 111,049 △ 4.1 

繰出金 2,640,443 2,533,790 106,653 4.2 

公債費 1,947,732 2,021,775 △ 74,043 △ 3.7 

物件費 1,874,918 1,769,378 105,540 6.0 

補助費等 1,850,916 1,805,231 45,685 2.5 

普通建設事業費 1,603,553 1,705,823 △ 102,270 △ 6.0 

合    計 16,347,000 16,372,000 △ 25,000 △ 0.2 

（単位：千円） 



歳出の内訳（一般会計） 

扶助費(社会保障費) 

繰出金(特別会計等) 

人件費 

公債費 

物件費 

普通建設事業費 
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その他 

 歳出(性質別） 
 

163億4,700万円 

(％は構成比率、内円は26年度） 



基金残高の推移（一般会計） 
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市債残高の推移 
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スクール・コミュニティ推進事業 
378万円 

「立志（こころざし）の教育」推進事業 
15万円 

 

【新規】 
通学費補助事業 
離島からの柳井中学校通学生徒への通学費補

助                             40万円 

*すべては、ひとづくりから 



新庄小学校屋内運動場 

柳井小学校屋内運動場改築事業    
                  3億9,066万円 
  改築にかかる工事 
 

【新規】 
余田小学校改築事業        2,675万円 
  管理特別教室改築にかかる基本・実施設計等 
 
 
 

*すべては、ひとづくりから 

柳井小学校体育館 

【新規】 
大畠中学校屋内運動場改修事業  
                                             7,163万円 
  耐震補強工事  
 

【新規】 
給食センター設備更新事業     1,864万円 
  調理設備等の更新 

 

【新規】 
大畠保育所防音工事事業  460万円 
  保育棟等防音工事の実施設計 



*すべては、ひとづくりから 

【新規】 
新庄児童クラブ施設整備事業  
                            7,742万円 
 新庄小学校第一校舎改築工事（26年度 
3月補正）に併せて、その２階に整備工事 
 
 

【新規】 
新庄小学校改修事業    1億4,6 1 4万円 
 屋内運動場の耐震補強工事 
 特別教室棟の改築工事 
 
 



 人材育成支援事業         61万円 

  「柳井ひとづくりアカデミー」の開催 
 

 遊休地利活用推進事業      23万円 
  旧柳井商業高校跡地の利活用の検討、協議 
 

 【新規】南浜スポーツゾーン管理運営事業 
                                             3,303万円 
  

 【新規】南浜テニスコート改修事業  
                                             1,393万円 
  
 
 
 
 
 

*すべては、ひとづくりから 

南浜スポーツゾーン 



救急告示病院運営費補助事業  1,575万円 
 救急告示病院運営費補助              
  
在宅医療推進事業             18万円 
 在宅医療の体制整備の推進  

緊急通報体制整備事業          861万円 

 ひとり暮らしの高齢者等を対象とした体制整備 
 
 

*キーワードは「 ・ ・ 」



健康マイレージ推進事業          102万円 
健康づくり活動の実践をポイント化し健康づくり
を推進 

*キーワードは「 ・ ・ 」

にこにこ健康づくり推進事業  2,775万円 

 健康づくり推進員の育成、運動指導、高齢者
の体力調査 
 



柳井市観光振興ビジョン 
策定事業              43万円 

ふれあいどころ437 
      管理運営事業 
                           874万円 

*キーワードは「 ・ ・ 」

地域ブランド認証事業 
             91万円 
 



*キーワードは「 ・ ・ 」

観光振興対策事業  
                     643万円 
第２回サザンセト・ロングライド
の開催等 



中山間地域振興事業 
平郡特産農産物育成事業        872万円 

 平郡東地区のサツマイモの６次産業化等 
 【新規】 平郡地区に２名の地域おこし協力隊員 

地産・地消推進事業       53万円 
 

【新規】 
野菜認定産地価格安定対策事業 
                    10万円 
市場に出荷したたまねぎの平均販売価格が
保証基準額を下回った場合の補てん 

*キーワードは「 ・ ・ 」

ファーマーズマーケット 

平郡東地区のサツマイモ栽培 



【新規】 
基盤整備合意形成推進事業  1,300万円 

 新庄南地区ほ場の基盤整備事業の実施に向
け基礎調査  
 

農地集積協力金交付事業 
人・農地問題解決加速化支援事業 
                    2,635万円 
 農地中間管理機構への農地集約化の推進 
 ・地域や個々の出し手に対し協力金を支給 

 農業経営の法人化を推進 

 
 

  
 

*キーワードは「 ・ ・ 」

イメージ  

【新規】 
漁船捲揚施設補修事業  214万円 
   

【新規】 
漁場造成事業        266万円 
  阿月地先に人工石材による魚礁を設置 

イメージ 



企業立地促進事業            908万円 
 
都市計画マスタープラン推進事業  
                                                  48万円 

 コンパクトなまちづくりモデル事業の実現に向
けた取り組み 

  ファームステイ研修受入事業   35万円 

 研修生（大学生）を市内農家で受け入れ 

*キーワードは「 ・ ・ 」

新明和工業（株）跡地 



*キーワードは「 ・ ・ 」

【新規】 
ハザードマップ整備事業      396万円 
 土砂災害ハザードマップの整備  
 

【新規】 
防災無線整備事業        519万円 
 同報系防災行政無線の難聴地域対策のた
め、子局スピーカ増設の実施設計 
 

【新規】   
空き家対策事業              2万円 
  管理不全な空き家の解消を図る制度ＰＲ 
 

【新規】交通安全事業             151万円 
 柳東小学校周辺のゾーン３０（面的交通規
制）の路面標示等の整備 
 

 鳴門漁港海岸保全施設整備事業 
                   1億2,002万円 
  高潮対策として護岸の嵩上げ、消波ブロックの設
置 （２５年度から２９年度） 
 

宮本雨水ポンプ場整備事業   3億2,000万円 

 宮本雨水ポンプ場の建設 
 （２４年度から３０年度） 

イメージ 

鳴門漁港海岸 



 
狭あい道路拡幅整備助成事業     30万円 
 狭あい市道の拡幅整備促進 
 

【新規】 
平郡地区市道維持管理事業        270万円 
 

*キーワードは「 ・ ・ 」

古開作線整備事業      1億6,800万円 

 橋本橋の建設（県事業負担金） 
 
姫田古市線道路改良事業 
                1億1, 500万円 

 サンビームやないから市体育館までの道路拡
幅        



【新規】 
新庄公民館建設事業    2,243万円 
 基本実施設計及び地質調査等 

 
人口定住促進事業       500万円 
【新規】移住者向けプロモーションビデオの作成 

*キーワードは「 ・ ・ 」

港湾事業負担金（県事業負担金） 
                      2,045万円 
 柳井港の改修事業等に対する負担金 
 

高速交通体系整備促進事業           19万円 
 県東部地域交通体系の整備（柳井・平生バイパス
の早期事業着手の要望等） 
 

生活交通活性化対策事業      170万円 

 日積地区の予約制乗合タクシー運行事業を支援 
 

簡易水道改修事業      3億1,2 6 6万円  
 簡易水道統合等へ向けての施設設備 

ポートビル 

空き家バンク登録物件 



市民活動支援事業        715万円 
   ボランティア活動やＮＰＯ等の市民活動を支援 

  
 
  市民と市長と気楽にトーク開催事業 
                                                4万円 



平成２６年度 ３月補正予算計上 

地域住民生活等緊急支援交付金事業 



地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策 
                       （平成26年12月27日閣議決定） 
  

 国の平成26年度第１次補正予算に計上 
 
                                        ［単位：千円］ 

 
 
 
 
 
 
    

柳井市 ３月補正予算計上額 交付金限度額 歳出予算額 

「地域消費喚起・生活支援型」 60,104 65,000 

「地方創生先行型」 43,491 56,566 

合  計   103,595 121,566 



商品券発行事業   6,500万円 

 プレミアム付商品券の販売 

  ・ 千円券12枚セットを1万円で販売予定 

  ・ 発行額面総額  3億6,000万円 
      （プレミアム分 6,000万円） 



地方版総合戦略策定事業   350万円 
 （市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略） 
 

 まち・ひと・しごと創生に向けて、人口動向や産業実態等を
踏まえ、2015～2019年度（5か年）の政策目標・施策等に
ついて策定 
 
  ・ 基本目標と基本的方向  
  ・ 基本目標における数値目標 
  ・ 具体的な施策  
  ・ 具体的な施策と重要業績評価指標（ＫＰＩ）》 



雇用創造セミナー開催事業  100万円 
 産業従事者の知識習得と人材育成による雇用の創出 
 

企業立地パンフレット作成事業  52万円 
 企業立地による雇用の創出 
 

キャリア教育支援事業  35万円 
 小中学生のふるさと就業 
  ・中学生起業家セミナー  ・小学生しごと体験  ・地場産業継承教育 
 

子育て女性等就職支援事業  648万円 
 女性の再就職に向けた支援 

地域しごと支援 



 

特産品開発・販路開拓支援事業  698万円 
 平郡東島おこし推進協議会と市内企業が組織化して取り組
む「さつまいも」を原料とした商品開発と販路開拓への支援 
 

創業支援・販路開拓 



 

観光宣伝強化事業  920万円 
 外国人観光客の誘致、利便性の向上 
 

・観光施設等へのＷｉ－Ｆｉ環境整備 
 

・外国人旅行者向け観光パンフレットの作成 等 

観光振興 

月性展示館 大畠観光センター 白壁の町並み 

ふれあいどころ437 



 

小１プロブレム解消支援事業  198万円 
 入学に伴う学習環境の変化に起因する諸問題を未然に防止 
  ・小学１年生を対象とした支援員（ぴかいちサポーター）を配置 

 

保育環境改善事業  198万円 
 安全で充実した魅力ある保育に向けての環境の整備 
  ・公立保育所（２園）、私立保育所（９園）が各園ごとに取り組む特色ある 
  園活動を、保育備品の整備とともに支援 

 

少子化対策 



 

周産期医療支援事業  518万円 
 地元で安心して出産・子育てができる環境の確保 
   柳井医療圏域で唯一出産ができる総合病院を支援 
 

・人的支援 
  総合病院の産婦人科医師の負担軽減 
  のため、個人医院の産婦人科医師に 
  よる当直支援に対する支援 
 

・施設等整備支援 
  総合病院の産科、小児科（新生児対応） 
  に係る施設や機器の拡充に対する支援 

少子化対策 

１市４町による支援 



少子化対策 
 

災害救助物資等整備事業  352万円 

 子ども・乳幼児のための防災用品を備蓄し、災害時のより
安心な対応を確保 
    

  ・非常食（小中学生用）     （各小中学校に備蓄） 
 

  ・乳幼児用おむつ   
  ・哺乳ボトル   
  ・授乳用間仕切り  

（屋内の指定緊急避難場所や指定避難所に備蓄） 



 

移住促進事業  1,483万円 

 空き家バンク、居住体験住宅等を活用した移住促進    

  ・空き家調査員の配置 
    空き家の発見調査、空き家バンクを利用した移住希望者対応等 
 

  ・空き家登録報奨金  
 

  ・空き家改修補助金 
    空き家バンク利用者による空き家改修費の支援 

    空き家改修による居住体験住宅整備費の支援 
 

  ・柳井の暮らし体験ツアー 
 

  ・移住に関する情報発信 
    移住雑誌への広告掲載     
     移住パンフレットの作成   専用ホームページの作成 

人口定住対策 



 

柳井広域共同事業  106万円 
 柳井広域１市４町（柳井市・周防大島町・上関町・田布施町・ 
平生町）による共同事業    
 

・移住ＰＲイベントの開催（広島） 
 

・カップリングパーティーの開催 
 

人口定住対策 


