
定例記者会見 

（平成 27 年 2月 26日実施） 

日時：平成 27 年 2月 26日（木曜日） 

10時 30 分～11時 40分 

場所：柳井市役所 4 階 401 会議室 

 

（政策企画課主査） 

定刻になりましたので、只今から定例記者会見を開催いたします。それでは、市長、

よろしくお願いします。 

 

（市長） 

みなさん、おはようございます。お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうご

ざいます。本日は、３月に開会する平成２７年第１回柳井市議会定例会に提出を予定し

ているものについてご説明させていただきます。 

まず、平成２７年度予算案についてご説明させていただきます。 

予算編成方針についてですが、本市は、急激な少

子化、高齢化、本格的な人口減少の時代を迎えてい

る中、本年２月２１日、旧柳井市と大畠町の合併か

ら１０周年の節目を迎えました。この１０年間、「人

が輝く・夢が生まれる 瀬戸内のふれあい元気都市」

の実現を掲げ、まちづくりを進めて参りました。同

時に、自治体としての生き残りをかけ、市民の皆様

のご理解のもと、様々な行政改革を断行した結果、

平成２５年度末までに、一般会計に係る市債残高は

約４１億円の減少、基金は約２７億円増加し、各種

財政指数も改善してきました。しかしながら、中長期的には、公共施設やインフラの維

持管理や更新が必要であり、コンパクトなまちづくりや柳井商業高等学校跡地の活用等

の多くの投資的事業についても検討している中で、特に、ここ数年間は、これまでに積

みあがった課題を重点的に解決していくための大型ハード事業が集中する状況が予測

されます。財政的には、市税収入は引き続き減少傾向にあり、また、市税と同じく主要

な収入である地方交付税も合併自治体に優遇されていた合併算定替の特例措置が平成



２７年度から段階的に縮減されてきます。したがって、今後の財源の減少に対応し、持

続性のある安定した行財政運営を行うためにも、地方債残高の抑制や基金の温存等も考

慮の上、限られた財源をいかに効率よく効果的に配分していくかを念頭に置き、事業の

優先順位付けを行う必要があります。そこで、平成２７年度の予算につきましても、引

き続き、実施計画の着実な遂行とあわせ、ローカル・マニフェスト「チャレンジ柳井２

０１３」の具現化を図るために、平成２６年度末で耐震化率８９.１％に留まる小中学

校の耐震化など、市民の安心・安全に直結する分野については、その対策を着実かつ効

率的に実行していくと同時に、企業立地や第６次産業の振興による雇用創造、また、少

子化対策やＵＪＩターンの促進も含めた人口定住へ向けた予算編成といたしました。 

それでは新年度予算の概要を申し上げます。 

まず予算規模ですが、一般会計は１６３億４,７００万円で、前年度に比べ２,５００

万円、０.２％の減となりました。物件費、扶助費、補助費等及び繰出金等が増加しま

したが、人件費や地方債の元利償還金、及び、武道館建設事業、江の浦ポンプ場整備事

業の終了により普通建設事業費等が減少したことによるものです。 

特別会計の予算規模は、１１６億４,０９３万５千円で、前年度に比べ３億４,８５６

万１千円、３.１％の増となりました。これは、港湾整備事業特別会計は、用地購入関

係経費が皆減したことにより減少しましたが、国民健康保険事業特別会計、介護保険事

業特別会計及び後期高齢者医療事業特別会計の保険給付の上昇等により事業費が増加

したためです。 

当初予算の推移をみてみますと、平成２４年度以降、１６０億円を超える積極型予算

となっています。２７年度は合併以降３番目に高い予算規模になります。 

次に、歳入の特徴ですが、市税は４５億３３６万円で、前年度に比べ４,６１４万３

千円、１.０％の減収を見込んでいます。これは、法人市民税は、企業業績の回復によ

り、２,３８９万４千円の増加を見込んでいますが、個人市民税は、３,００６万６千円

の減少を、固定資産税は評価替えの影響等により、２,６５６万２千円の減少を見込ん

だことによるものです。地方交付税は、４８億４,０００万円で、国が示す地方財政計

画や近年の配分実績等を勘案し、合併算定替えの縮減はありましたが、３，０００万円、

０.６％の増額を見込んでいます。 

市債は、１４億８,４６０万円で、前年度に比べ２億１,８２０万円、１２.８％減額



しています。これは、継続事業で、合併特例債等を活用している武道館建設事業、江の

浦ポンプ場整備事業が終了したことによります。なお、市債１４億８,４６０万円のう

ち、６億４,０００万円は臨時財政対策債です。 

国庫支出金は、社会保障・税番号制度導入関連事業及び各小学校施設改善事業の増額

などに伴い増加しています。 

県支出金は、国勢調査事業や農地集積協力金交付事業費の実施などにより増加してい

ます。 

繰入金は、財政調整基金繰入金の減により減少しています。 

次に歳入の構成比率ですが、地方交付税の占める割合は若干の増加、市税の占める割

合が若干減少しています。国庫支出金及び県支出金の占める割合は、それぞれの補助事

業、交付金事業等の増加に伴い増加しています。市債の占める割合は、武道館建設事業、

江の浦ポンプ場建設事業等の終了により減少しています。繰入金の割合は、財政調整基

金繰入金の減により、減少しています。 

次に市税の推移ですが、２７年度見込みを２２年度と比較すると約５億５,０００万

円程度減少しています。固定資産税の償却資産の減少が主な要因です。 

次に、歳出の特徴ですが、まず、人件費については、定年退職者の減に伴い退職手当

が減少したことなどにより４.１％の減少となりました。 

物件費は、社会保障・税番号制度の導入に伴う関係システムの構築・改修経費の増額

や、武道館等の指定管理料を新たに計上したことなどにより、前年度に比べ６.０％増

加しています。 

扶助費は、子どものための教育・保育給付事業の私立保育所委託料の増加などにより、

前年度に比べ１.９％増加しています。 

補助費等は、広域消防組合負担金等の増額、個人番号カード交付事業を新たに計上し

たことなどにより、前年度に比べ２.５％増加しています。 

普通建設事業費は、各小学校施設改善事業が増加したものの、武道館建設工事費、江

の浦ポンプ場建設工事費が皆減したことなどにより、前年度に比べ６.０％減少してい

ます。 

公債費は、過去に借り入れた市債の一部の償還が終了したことや市債発行を抑制して

きたことにより、前年度に比べ３.７％減少しています。 

繰出金は、簡易水道事業特別会計に対する繰出金は減少しましたが、国民健康保険事

業特別会計繰出金が増額となったことなどにより、前年度に比べ４.２％増加していま

す。 

次に歳出の構成比率ですが、人件費、公債費、普通建設事業費等の比率が減少し、物

件費、繰出金等の占める割合が増加しています。 



続きまして一般会計に属する基金残高の推移ですが、財源不足を補うため、財政調整

基金の取崩しを１億８７４万８千円計上しました。その結果、２７年度末残高見込は１

９億２,８８６万４千円となっています。 

その他特定目的基金につきましては臨時市町道整備事業や南浜テニスコート改修事

業等に充当するため公共施設整備基金を、また、サンビームやないの運営費に充当する

ためサンビームやない運営基金等を取り崩すこととしています。その他特定目的基金の

取崩額の合計は、１億８,１４１万３千円となり、残高は１９億９,３７０万３千円に減

少しています。 

基金残高全体では、２６年度決算見込みに比べ、２億８,４１３万３千円の減少とな

っています。 

次に市債残高ですが、２７年度は、歳入でも説明いたしましたが、継続事業で、合併

特例債等を活用して実施した武道館建設事業、江の浦ポンプ場整備事業の終了により事

業費が減少したことに伴い、前年度に比べ借入額が減少しました。市債残高についても、

市債の償還額が借入額を上回っていますので、２６年度に比べ減少しています。 

次に、重点事業についてご説明します。 

実施計画計上事業やローカルマニフェスト「チャレンジ柳井２０１３」の具現化に係

る事業については重点事業として位置付けました。 

それでは、主な事業を、マニフェストの３本の柱に分けて新規事業を中心に説明いた

します。 

まず、一つ目の柱であります、「すべては、ひとづくりから」ですが、これは、子ど

も・教育環境の充実に関わる事業です。 

スクール・コミュニティ推進事業です。２６年度から行っている事業ですが、現在の

学校支援ボランティアコーディネーターの機能を高め、スクール・コミュニティ総合コ

ーディネーターを配置するもので、学校と地域住民が協働で教育活動を活性化していく

ことにより、学校を核としたひとづくり、コミュニティづくりの推進を図るものです。

また、来年度は、新たに、県委託事業として、やまぐち型地域連携教育推進事業を実施

いたしまして、コミュニティ・スクール・コンダクターの配置等を行います。したがい

まして、来年度は、スクール・コミュニティ総合コーディネーターとコミュニティ・ス

クール・コンダクターの２名を配置し、学校を核としたひとづくり、コミュニティづく

りの推進を図ります。 

「立志（こころざし）の教育」推進事業です。立志教育のつどいを開催し、教員及び

児童生徒の人材育成を推進する事業です。 

また、新規では通学費補助事業です。離島からの柳井中学校への通学生徒の通学費を

補助します。   

柳井小学校屋内運動場改築事業では、２７年度においては、改築に伴う工事を行いま

す。 



新規で余田小学校改築事業です。管理特別教室の改築に係る基本・実施設計等を行い

ます。 

新規で大畠中学校屋内運動場改修事業です。耐震補強の工事を行います。  

新規で給食センター設備更新事業です。老朽化した調理設備等の更新を行います。児

童生徒の食の安全安心に努めるものです。 

新規で大畠保育所防音工事事業です。保育棟等の防音工事の実施設計を行います。 

新規で新庄小学校改築事業です。屋内運動場の耐震補強工事、特別教室棟の改築工事

を行います。 

新規で新庄児童クラブ施設整備事業です。２６年度３月補正で計上しております新庄

小学校第１校舎改築工事と併せて、その２階に新庄児童クラブ施設を整備する工事を行

います。 

新規で南浜スポーツゾーン管理運営事業です。新武道館に加えまして、市民球場、南

浜のグラウンドとテニスコート、小田浜グラウンドを併せて指定管理により管理運営を

行います。   

新規で南浜テニスコート改修事業です。コート及び付随設備の改修工事を行います。 

次に、２つ目の柱であります「キーワードは医・職・住」の「医」ですが、医療・福

祉等の充実に係る事業になります。 

救急告示病院運営費補助事業です。救急医療に係る運営体制を確保するため、救急告

示病院である周東総合病院に対し、運営費補助金を１市４町で支出するものです。事業

費全体では１,５７４万３千円ですが、４町負担分を差し引くと柳井市負担分は６２０

万２千円となります。 

にこにこ健康づくり推進事業です。正しい裏付けと、地域主体での運動継続により、

楽で長続きする市民の健康づくりを支援する事業で、２７年度も継続いたします。 

次に、企業立地や６次産業化、観光交流等による働く場の確保という意味での「職」

についてです。雇用の確保・産業振興等に関する事業になります。 

柳井市観光振興ビジョン策定事業です。新たに策定する観光振興ビジョンにより、柳

井市の観光資源を活かした観光振興を一層推進します。観光振興においては、５つの施

設を活用いたします。国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されて３０周年を迎えた

「白壁の町並み」、累計入園者数が１１０万人を超えた「やまぐちフラワーランド」、オ

ープンから約１０年半で来客数が１００万人に達した「大畠観光センター」、直売所や

農家レストランの好調が続く「ふれあいどころ４３７」、そして、維新の先覚者・僧月

性を紹介する「月性展示館・清狂草堂」を加えた５つの施設間での情報共有や連携した

事業の取組により、観光客の周遊性の向上を図り、相乗効果で今以上の観光客の増加を

目指して参ります。 

観光振興対策事業です。スポーツ観光を推進するため、スポーツイベントの誘致等を

行います。２７年度も、１０月４日に開催を予定しています「第２回サザンセト・ロン



グライドｉｎやまぐち」への補助２００万円を計上しています。 

中山間地域振興事業、平郡特産農産物育成事業です。６次産業化や農商工連携への取

組の推進を図る中で、平郡東地区のサツマイモ生産を復活させるべく島民力が発揮でき

る体制を整備し、企業と連携してブランド化を進め、島内の産業として自立できる体制

の確立を目指す取組を行います。具体的には、アドバイザーを派遣し、地区計画である

「夢プラン」の作成支援を行います。また、２７年度は、２名の地域おこし協力隊の方

に定住していただきまして、地域おこしの中心的役割を果たしていただく予定です。 

新規で野菜認定産地価格安定対策事業です。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に補てんを行うものです。 

新規で基盤整備合意形成推進事業です。新庄南地区ほ場の基盤整備事業の実施に向け

基礎調査を実施します。 

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です。農業経営の効率化

を目指す担い手への農地集積及び集約化を行うため県単位で、農地の中間受け皿となる

農地中間管理機構が設立されました。機構への農地集約化を効果的に推進するため、機

構に農地を貸し付けた場合に、地域や個々の出し手に対し協力金を支給するものです。

また、人・農地プランの見直しを実施するとともに、農業経営の法人化を推進するため、

集落営農法人化支援補助金を計上しています。 

新規で漁船捲揚施設補修事業です。阿月松浦漁港の漁船捲揚施設の修繕補修をします。 

新規で漁場造成事業です。阿月地先に人工石材による魚礁を設置します。 

ファームステイ研修受入事業です。明治大学農学部の学生が、市内の農家に宿泊して

農作業に従事し、今後の学習に役立てるファームステイ研修事業、及び市内受入農家に

対して支援するものです。 

続きまして、「住」ですが、自然環境、教育環境、災害に強いまちづくりに関する事

業等になります。 

最初に安心安全なまちづくりについてですが、新規でハザードマップ整備事業です。

土砂災害特別警戒区域の指定に伴うハザードマップの作成を行います。 

新規で空き家対策事業です。管理不全な空き家の所有者に対し、指導助言を行いまし

て、適正な空き家の管理を促します。 

新規で防災無線整備事業です。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を行います。  

新規で交通安全推進事業です。柳東小学校周辺に、面的交通規制として、ゾーン３０

が設定されますので、そのための路面標示等の整備を行います。 

鳴門漁港海岸保全施設整備事業です。高潮等から住民の生命財産を守るため、海岸保

全施設の整備を行うもので、護岸の嵩上げ、消波ブロックの設置を行います。２５年度

に事業を開始し、工事は２６年度から２９年度を予定しています。 

宮本雨水ポンプ場整備事業です。こちらは、宮本排水区の浸水対策として、老朽化し



た排水施設を宮本雨水ポンプ場として再構築するもので、２４年度から事業を開始し、

２６年度から３０年度にかけて建設工事を行うものです。  

続いて、道路関係ですが、古開作線整備事業です。都市計画道路古開作線の道路整備

に伴う橋本橋の建設を行い、交通環境の改善を図るための県事業負担金です。 

姫田古市線道路改良事業です。道路拡幅等により、サンビームやないから市体育館ま

での安全性の向上を図ります。       

新規で平郡地区市道維持管理事業です。平郡地区の市道維持管理を年間委託します。 

最後に住みよさ、利便性の向上に関する分野ですが、港湾事業負担金です。県事業で

実施している柳井港の改修事業等に対する負担金ですが、来月３月には新ポートビルが

完成します。 

高速交通体系整備促進事業です。ポートビル前の国道１８８号線の柳井バイパスも完

成が間近ですが、「県東部地域交通体系」の整備として、今後は、今まで以上に、国道

１８８号線の「柳井・平生バイパス」の早期事業着手等を国等に要望していきたいと思

います。 

新規で新庄公民館建設事業です。基本・実施設計、地質調査等をします。    

人口定住促進事業です。移住者向けプロモーションビデオを作成し、国の作成する「全

国移住ナビ」のホームページ等で活用します。こちらは全国約１,８００の地方自治体

全てが基本的には取り組まれるとお聞きしています。 

最後に、３つ目の柱の、「さらに開かれた市政へ」になりますが、市民と市長と気楽

にトーク開催事業です。今まで継続してきていますが、私が各地区に出向いて、市民の

皆さまと様々な意見交換をさせていただくものになります。 

市民活動支援事業です。市民活動センターの運営費ですが、ボランティア団体やＮＰ

Ｏなどの市民活動を支援し、市民と行政との協働のまちづくりを推進します。         

以上、重点事業について説明させていただきました。 

なお、新規事業数は、３０事業となります。ちなみに、平成２６年度の新規事業は２

９事業でありました。 

続きまして、平成２６年度の３月補正予算案につきましてご説明します。こちらは、

国の補正予算に伴い計上いたしました地域住民生活等緊急支援交付金事業についてご

説明します。この交付金は、「地域消費喚起・生活支援型」と、市町村まち・ひと・し

ごと創生総合戦略いわゆる地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する優良

施策の実施を支援する「地方創生先行型」に分けられています。本市における「地域消

費喚起・生活支援型」に係る交付金の交付限度額は、６,０１０万４千円、「地方創生先

行型」が４,３４９万１千円となっています。この度の補正予算案におきまして、交付

金の限度額合計１億３５９万５千円を歳入予算に計上し、それに係る事業費１億２,１

５６万６千円を歳出予算に計上しています。 

具体的事業ですが、まず、「地域消費喚起・生活支援型」として、プレミアム付商品



券の販売を行います。詳細は検討中ですが、商工会議所内に協議会を設置し実施するも

ので、千円券１２枚をワンセットとし、２千円のプレミアムを付けて１万円で販売予定

です。発行総額は、３万セット３億６,０００万円の予定です。 

次に、「地方創生先行型」の事業です。 

まず、地方版総合戦略策定事業として、策定委員出務日当、作成に係る調査委託料、

印刷製本費等を計上しています。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年度から２０１９年度までの５か年の政策目標・施策等につい

て策定するものです。 

地域しごと支援として４事業を計上しています。 

雇用創造セミナー開催助成金は、産業従事者の知識習得と人材育成による雇用の創出

を図ることを目的に、当市の産業関連団体が行う研修会等に係る経費を助成するもので

す。 

企業立地パンフレット作成事業は、事業者向けのパンフレットを作成し、企業立地に

よる雇用の創出を図るものです。 

キャリア教育支援事業は、小中学生が大人になって、ふるさとにＵターンし地元で就

業することを目指し、地域の仕事の魅力を学ぶ教育プログラムや起業家セミナーを実施

するものです。 

子育て女性等就職支援事業は、結婚、出産、子育て等により一旦仕事から離れた女性

の再就職に向けた支援を行うものです。 

次に、創業支援・販路開拓に関する事業として、平郡東島おこし推進協議会と市内企

業が連携して取り組む、さつまいもを原料とした商品開発と販路開拓の活動を支援する

ための特産品開発・販路開拓支援事業を計上しています。 

観光振興では、観光宣伝強化事業として外国人観光客の誘致、利便性の向上を目指し、

白壁の町並みや、ふれあいどころ４３７などの観光施設等へのＷｉ－Ｆｉ環境整備や、

外国人向け観光パンフレットの作成等に取り組むものです。 

次に、少子化対策です。 

小１プロブレム解消支援事業は、小学校入学に伴う学習環境の大きな変化に起因する

問題の発生を未然に防ぐため、小学１年生を対象とした支援員を配置し、きめ細かな支

援を行うものです。 

保育環境改善事業は、安全で充実した魅力ある保育に向けての環境整備を図るため、

市内私立保育所、公立保育所が、各園ごとに取り組む特色ある園活動を、保育備品の購

入に要する経費とともに支援するものです。 

周産期医療支援事業は、市内の産科医院が２月末で分娩取扱いを止めることに伴い、

地元で安心して出産・子育てができる周産期医療体制を確保するため、柳井医療圏の周

産期医療を唯一担うことになる市内総合病院に対し補助を行うもので、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及び新生児室施設



等の整備について柳井圏域 1市４町が支援を行うものです。 

災害救助物資等整備事業は、大規模災害の発生に備え、乳幼児用おむつ、哺乳ボトル、

授乳用間仕切り等、子ども・乳幼児のための防災用品の備蓄を行うものです。 

最後に人口定住対策です。 

まず、移住促進事業ですが、空き家バンクや居住体験住宅等を活用した取組として、

空き家の調査を行い空き家バンクへの登録に結び付けるための空き家調査員の配置、空

き家バンクの登録にご協力いただいた自治会に支払う空き家登録報奨金、空き家バンク

利用者による空き家改修及び居住体験住宅の整備を支援する空き家改修補助金、柳井の

暮らし体験ツアーの実施、また、移住に関する情報発信として、移住に関する雑誌への

空き家情報等の広告掲載、移住希望者向けパンフレット、専用ホームページの作成を行

います。 

次に、柳井広域共同事業ですが、１市４町で広島市において移住・観光ＰＲイベント

を行うほか、カップリングパーティーを開催することとしています。 

交付金関係事業は以上ですが、平成２７年度予算に計上予定でありました、新庄小学

校第１校舎の解体、改築につきまして、国の補正予算を活用して事業実施することとし、

この度の３月補正予算に事業費１億１,４１２万６千円を計上しています。 

なお、以上の事業は、年度内執行が困難であるため、全額を繰り越す予定です。 

ただいまご説明申し上げた平成２７年度当初予算は、平成２６年度３月補正予算も合

わせて「未来投資・課題克服・チャレンジ予算」と命名したいと思います。この思いは、

まずは未来投資ということになりますが、これについては市長就任以来、一貫して教育

への分野には最も多くの力を注ぎ予算配分も行ってきました。将来の地域を担う、また

社会において活躍する子どもたちの成長をサポートすることは、地方自治体としての最

も大きな役割の一つであるという認識からの思いを、引き続いて維持していきたいとい

う思いと、冒頭申し上げた少子化、高齢化、人口減少という中でそれらの課題をいかに

して克服していくかという視点での「医・職・住」の充実も含め、また国からの様々な

交付金の事業の活用も含めて市民の皆様とともに大いにチャレンジしていきたいとい

う思いを込めて「未来投資・課題克服・チャレンジ予算」というふうに掲げて参りたい

と思います。 

以上が予算関係で、続きまして議案の説明をさせていただきます。 

３月の柳井市議会定例会では、議案４１件及び報告２件についてご審議をお願いする

ことになりますが、予算関係以外の主だったものについてご説明させていただきます。 

議案第１号の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に

伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてです。地方教育行政の組織及び運営に関

する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例を整備するため、柳井市職員定

数条例等の一部を改正するものです。地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部

を改正する法律により、従来の委員長と教育長を一本化した新たな教育長を置き、新教



育長が教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表することとなり、新教育長の任期

は３年とし、市長が議会の同意を得て、直接任命・罷免することとなるものです。これ

に伴い、柳井市職員定数条例等に関し、所要の改正を行うもので、施行日は本年４月１

日といたしますが、経過措置として、現在の教育長は、委員としての平成２８年６月２

９日の任期満了までの間、従前の例により在職することとされ、併せて委員長も、それ

までの間は在職することとされています。 

議案第９号の柳井市国民健康保険税条例の一部改正についてです。国民健康保険税の税

額を改定するため、柳井市国民健康保険税条例の一部を改正するものです。独立採算制

の原則により、採算をとるべく国民健康保険税の税額を見直すものです。平成２４年度

以来の税額改定を行い、増え続ける医療費に対応する必要があります。しかしながら、

国民健康保険事業特別会計は依然として厳しい状況であり、歳入不足が見込まれまして、

本来はその歳入不足を補う程度に税額を改定し、被保険者に負担を求めることとなりま

すが、歳入不足を全て税額改定で被保険者の負担とすると急激な負担増を招くこともあ

るため、まずは、国民健康保険基金を取り崩し、さらに一般会計からも一部繰り入れる

ことで歳入不足の多くを補い、なお不足するところを税額改定で対応するものになりま

す。 

議案第１２号の柳井市介護保険条例の一部改正についてです。平成２７年度から平成

２９年度までの介護保険料率を定め、併せて新規地域支援事業の円滑な実施を図るため、

その実施を猶予する日を法令の範囲内で規定することに伴い、柳井市介護保険条例の一

部を改正するものです。介護保険料率は３年ごとに見直しを行いますが、保険料段階の

設定について、現行の８段階から１０段階に細分化することとしています。また、国の

省令改正に伴い、第６段階と第７段階の境界となる基準所得金額についても変更してい

ます。すべての段階の基準となる第５段階の保険料率につきましては、介護サービス利

用見込みの増加に伴い、保険料の大幅な上昇が見込まれますが、介護給付費準備基金の

一部を取り崩すことにより基準額の上昇を抑制し、年額６０,６００円といたしました。

その他、別枠公費による保険料の減額を定めること、新規地域支援事業について、平成

２７年４月１日からの事業実施を猶予する日を規定すること等について、所要の改正を

行うものです。 

議案第１６号の柳井市水道給水条例の一部改正についてです。水道料金、加入負担金、

手数料等について、所要の改正を行うものです。水道料金の改定は、平成２６年７月に

「柳井市水道事業経営懇話会」を設置し、今後の柳井市水道事業の経営のあり方につい

て、意見を求めてきました。懇話会は、昨年７月から１２月までに計６回開催し、本年

１月７日に懇話会から意見書が提出されました。提出された意見書をもとに、今後の柳

井市水道事業の健全なあり方の具体的な方策の一つとして、今回水道料金の改定を行う

ものです。今回の水道料金の改定のポイントは３点あります。１点目は、用途別料金体

系から、総括原価主義に基づき、個々の給水原価を反映した客観的公平性が確保できる



口径別料金体系へ変更することです。２点目は、水道料金の構成として、各使用者群に

対して総括原価を各群の個別費用に基づいて配分し、基本料金と従量料金の２部料金と

することです。なお、現行のメーター使用料は廃止します。３点目、基本水量制は、水

道事業の発足当初に水道の普及と公衆衛生上の向上を目的に政策的に配慮された制度

で、水道の普及率が向上した現在では、その意義は薄れつつあるため、廃止することで

す。施行日は平成２７年１０月１日で、水道料金については、平成２７年１２月１日以

降の検針分から適用になります。なお、水道料金の改定については平成１２年度以来と

いうことになります。 

最後に議案第１７号の柳井市簡易水道条例の一部改正についてです。簡易水道の料金

他を上水道と同じくするため、柳井市水道給水条例と同様の改正を行うものです。なお

料金改定に併せて、事務の効率化のため、簡易水道のメーターの検針日を上水道と統合

することとしています。そのことに伴い、初回の検針期間が１か月と１０日前後となる

ため、初回に検針する月の基本料金を３分の１とするものです。施行日は平成２７年１

０月１日で、水道料金については、平成２７年１２月１日以降の検針分から適用になり

ます。簡易水道の水道料金の改定は、平成１２年度以来ですが、大畠地区については平

成１９年度及び平成２２年度に合併に伴う料金改定を行っています。 

以上、主だったものについてご説明いたしました。 

 

（政策企画課主査） 

それでは何かご質問等がございましたら、挙手をお願いいたします。市長から指名さ

れましたら、社名を明らかにした上で、質問をお願いいたします。 

 

（中国新聞社記者） 

少子化対策やＵＪＩターンの促進も含めた人口定住へ向けた予算編成とのことだ

が、具体的にどの事業が該当するのか。 

 

（市長） 

移住促進事業として様々上げている事業、広域の事業、少子化対策についての事業、

市内総合病院に対する補助、保育所、小学校における事業が対応するものと思います。 

 

（中国新聞社記者） 

歳入について法人市民税の増額を見込んでいるが、その背景をどのように捉えてい

るか。また、依存財源の割合が１.１％増えるが、そのことに対する受け止めは。 

 

（市長） 

 法人市民税の増額は市内企業の業績が改善傾向であることの一つの現れであると



考えていますが、実態として市内業者の経営者とお話する中では、まだまだの部分も

あるとも受け止めています。依存財源の比率が高まってしまうことは国庫支出金、県

支出金の増加というものもありますが、何と言っても柳井市の自主財源である市税の

減少であり、その原因も長いスパンで考えると固定資産税が減少傾向であるというこ

とであります。全国の自治体に共通する状況であるのかもしれませんが、その中でい

かに自主財源を確保していくのかという視点も含めて、ローカル・マニフェストのキ

ーワードであります「医・職・住」の「職」の部分も含めた対策を行っていこうとい

うことでございます。 

 

（中国新聞社記者） 

歳出について普通建設事業費は前年度と比べ６.０％の減少している中で、新年度

ではどの事業或いはどの分野に対して重点的に計上されたのか。 

 

（市長） 

普通建設事業費に限ってというよりは、未来への投資ということで、教育の分野に

重点を置きました。特に耐震化の完了まであと一歩ということもありますから、普通

建設事業費におきましても柳井小学校屋内運動場や、新庄小学校屋内運動場、第１校

舎、特別教室棟も含めた対応があります。普通建設事業費の中でということであれば、

そういう思いがあります。 

 

（中国新聞社記者） 

コンパクトなまちづくりモデル事業として４８万円計上しているが新年度はどの

ような作業をされるのか。また、意気込みを伺いたい。 

 

（市長） 

先般も関係企業を私自身が訪問しましたし、色々協議を行っている段階ではありま

すが、新年度のできるだけ早い段階で関係企業との思いが一つになり、一緒に事業を

展開していけるような形をつくることができればという思いで現時点ではおります。

４８万円はそのための旅費になります。 

 

（中国新聞社記者） 

市長も２期目の折り返しに入り、マニフェストでは柳井商業高等学校跡地の利活用

を一番最初に書かれていたと思うが、新年度予算の中には盛り込まれていないが、今

後どのように利活用を進めていこうとお考えか。 

 

（市長） 



利活用を考える中での一つの大きな方針として、今の柳井商工高等学校ができた経

緯、当時の柳井町民の方々がまさにお金を出し合い学校を立ち上げ、続いてきている

という意味では、教育の場として今後将来に亘って引き継いでいきたいという思いが

強くございます。そのあたりは、議会、会議所等々含めて共通の認識を持っていただ

いているという風にも思いますが、現状は、跡地と言いながら様々な部活動が依然と

してあの場で展開されているということ、また、あくまでも現時点では山口県の所有、

管理されている土地、建物であるということなども踏まえると、今後、県の力、民間

の力、様々な力を一つに集めて教育の場として展開できるような形を、こちらもでき

るだけ早い段階で作っていくことを目指していきたいと考えています。 

 

（中国新聞社記者） 

  新年度から地方交付税が段階的に減らされていくが、そのことについての受け止め

と、議案第１９号の新市建設計画の変更では、計画の期間を５年間延長し合併特例債

の発行を可能にする思惑があると思うがその理由は何か。 

 

（市長） 

合併算定替の特例措置については、ある意味合併当初からわかっていたことであり、

特段の受け止めというよりもその縮減の割合を国においてもかなりご配慮いただい

て今の形になっていますから、そういう面ではその影響が、当初予想していた影響額

よりもかなり低くしていただいているという意味ではありがたいという思いがござ

います。新市建設計画を５年間延長することで平成３１年度まで合併特例債等々活用

した事業の展開ができるということになりますが、積み重なった課題、大型ハード事

業に係るようなものもありますから、こちらについてもありがたいことであると思い

ます。 

 

（中国新聞社記者） 

延長する理由としてコンパクトなまちづくりへの事業費が巨額になることへの想

定や、柳井商業高等学校跡地の利活用を睨んで延長したのか。 

 

（市長） 

延長については合併した自治体であれば全国どこもできるので、色々な事業は当然

睨みますが、延長できる仕組みをある意味賢く使っていくことは妥当な判断だと思い

ます。 

 

（読売新聞社記者） 

ローカル・マニフェストのキーワード「医・職・住」の「職」では企業立地促進事



業に取り組まれるとのことだが、ルネサスの閉鎖が間近に迫っていると思うが、その

辺りの協議、進捗状況は。あの場所はコンパクトなまちづくりモデル事業にも影響す

るように思うがその辺の対策や方針は。 

 

（市長） 

ルネサスさんについては、既に３年前にこういう状況をオープンにされてこられて

いますから、この間、雇用状況改善、その受け皿も含め対応していくということで様々

な取組を重ねてきております。新年度に入ってということではなく、長い取組の中で

対応してきています。また同時にその後の活用についてもルネサス本社、土地所有者

である日立製作所さんとの協議をしてきましたし、今後も行っていく必要があると認

識しております。進捗状況につきましては、民間の方が関わりますから、色んな状況

が固まってからお話できるのかと思いますが、色々アクションは起こしているという

ことであります。 

 

（中国新聞社記者） 

市内医療機関が分娩取扱いを今月末で終了し、柳井地域で見た場合里帰り出産が出

来るのは総合病院だけになり、Ｕターンしようとしても障壁になると思うがそのこと

に対する受け止めは。 

 

（市長） 

年間２００件受け入れていただいていた医療機関が分娩取り扱いを止めるという

ことで影響が大きくあることは確かでありますが、そういう中で周東総合病院におい

ては受け入れ体制を更に拡充することにより、ある程度その部分を引き受けていただ

くことを、今回目指していこうということでありますし、その受け入れ体制の中にも、

今回分娩取扱いを止められる先生もご協力いただけるよう前向きなお話をいただい

ているようなこともありますから、そういう面で影響を最小限に抑える努力を関係医

療機関と１市４町含めてやっていこうということでございます。 

 

（政策企画課主査） 

他にございませんか。ないようでしたら、以上で定例記者会見を終了したいと思い

ます。ありがとうございました。 


