
定例記者会見 

（平成 28 年 2月 25日実施） 

日時：平成 28 年 2月 25日（木曜日） 

10時 30 分～11時 25分 

場所：柳井市役所 4 階 401 会議室 

 

（政策企画課課長補佐） 

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） 

それでは、平成２８年度予算案についてご説明させていただきます。 

まず、予算編成方針です。１つは私の任期に合わせた平成２５年度から２８年度まで

の４年間の実施計画を着実に遂行していくというこ

と、また、私が掲げているローカル・マニフェスト

「チャレンジ柳井２０１３」を具現化していくとい

うことです。「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」の３

つの柱の具現化ということになります。具体的には、

「スクール・コミュニティ」や「地域の夢プラン」

による地域づくり、学校施設の耐震化など市民の安

心・安全の確保、企業立地や雇用創造による地域経

済の活性化、本市の魅力の更なる情報発信による人

口定住や交流人口の拡大、市内遊休地の利活用を掲

げています。 

次に当初予算の額です。一般会計は１６２億３，６００万円で前年度に比べて０．７％

の減となります。特別会計は１１８億３，６９４万７千円です。当初予算の推移を私の

任期中で見ると、２８年度は、１６０億円を超えているという意味では積極型の予算で

ありますし、３月補正の繰越事業の３億２，６８５万３千円を加えると総合計１６５億

６，２８５万３千円となり、合併以降最大規模の予算とも言えます。 

歳入の特徴ですが、地方交付税は、４６億２,０００万円で、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等などで、２億２，０００万円、４．

５％の減額を見込んでいます。一方、市税は４５億８，１７０万７千円で、前年度に比

べ７,８３４万７千円、１.７％の増収を見込んでいます。また、市債は１６億５，３４

０万円で、前年度に比べ１億６,８８０万円、１１.４％増加しています。これは、合併



特例債を活用している合併地域振興基金積立事業を当初予算に計上したことなどによ

るものです。市税の推移ですが、２８年度見込みを２１年度と比較すると約５億１千万

円程度減少しており、中長期的には減少傾向にあります。 

歳出の特徴ですが、扶助費は子育て世帯臨時特例給付金給付事業費の皆減などにより、

前年度に比べ１.９％減少しています。普通建設事業費は、各小中学校施設改善事業費

などが減少したものの、公民館建設事業費などが増加したことにより、前年度に比べ０.

７％増加しています。 

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２億５，４３９万１千円計上しました。その結果、２８年度残高見込は１９億７１

４万９千円となっています。基金残高全体では、２７年度決算見込みに比べ、２億５,

４２７万８千円の減少見込となっています。 

次に市債残高ですが、２８年度は、普通建設事業費の増加に伴い、また、合併特例債

を活用する合併地域振興基金積立事業で、約２億２千万円の市債の発行を当初に計上し

たこともあり、前年度に比べ借入額は増加しています。しかし、市債残高については、

２８年度中の市債の償還額が借入額を上回っていますので、２７年度末見込みに比べ減

少しています。 

次に、重点事業について、ローカル・マニフェスト「チャレンジ柳井２０１３」の３

つの柱の順を追って説明させていただきます。なお、国や県の有利な交付金を活用する

ためなどにより、２７年度補正予算措置をしまして、実施を２８年度に繰り越す事業の

８事業も含めて説明させていただきます。主に新規事業について説明します。 

まず、１つ目の柱である「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。 

新規の病児保育事業です。２８年度よ

り１市２町の共同で、旧平生保育園の施

設を利用して病児・病後児保育の事業を

開始します。 

小１プロブレム解消支援事業です。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ぎ、保護

者の不安やストレスを低減するため、小

学１年生を対象とした支援員『ぴか一（イチ）サポーター』を配置し、きめ細やかな支

援を行うものです。継続事業ですが、現場の声に対応するため、今年度に比べ予算を増

額しています。 

新規の余田小学校建設事業です。２８年度に管理特別教室棟既設校舎等の解体、建設

工事等を行います。また、本来は、２本目の柱「医・職・住」の「住」の住みよさ、利

便性の向上に関する分野ですが、余田公民館建設事業を行います。１つの建物に小学校



と公民館が共存するというようなスクール・コミュニティの考え方に基づく新たな取り

組みになります。 

また、新規で、繰越事業ですが新庄小学校管理教室棟外壁改修事業を行います。その

他、各小学校中学校各施設の大規模改修工事を実施します。これらの改修等を行います

と、２８年度末見込みの耐震化率は９６．４％で５５棟中５３棟の耐震化が完了するこ

とになります。本来であれば１００％を出来るだけ早く実現したいという思いもありま

すが、日積小学校と柳井南中学校の２棟が残ってしまうという課題は残ります。  

新規の社会福祉施設等整備費補助事業です。私立保育園の新庄保育園の改築整備に係

る費用を補助するものです。 

新規の柳東児童クラブ施設整備事業です。対象学年拡大及び待機児童解消のため、現

施設の東側に新たな施設を整備します。現在の定員３０人が７０人に増える予定です。 

放課後児童対策事業です。公立児童クラブの運営費ですが、２８年度から新庄児童ク

ラブを１クラス増やすため増額しています。 

新規の弓道場建設事業です。現在地への建て替えのため、測量、地質調査及び基本設

計を行います。 

次に、２つ目の柱である「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。 

継続事業ですが、産科医等確保支援事業と周産期医療支援事業補助事業です。産科医

及び助産師の処遇改善を図り、また、周産期医療体制を確保するため、柳井医療圏の周

産期医療を担っておられ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について柳井広域 1市

４町が支援を行うものです。なお、現状は分娩を希望される方は受け入れることが出来

ているという状況です。 

にこにこ健康づくり推進事業、健康マイレージ推進事業も継続して行います。 

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。 

観光振興においては、５つの観光ステージであります「白壁の町並み」、「やまぐちフ

ラワーランド」、「ふれあいどころ４３７」、「月性展示館・清狂草堂」、「大畠観光センタ

ー」の５つの施設間での情報共有や連携した事業の取り組みにより、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。 

観光振興対策事業としては、新規で観光振興協力隊としての、地域おこし協力隊１名

を配置し、観光振興を推進します。 

継続事業ですが、観光振興対策事業としては、２８年度も、「第３回サザンセト・ロ

ングライドｉｎやまぐち」の開催を予定しています。 

新規の清狂草堂屋根等修理補助事業では、清狂草堂の茅葺屋根ふき替え費に補助を行

います。 



新規の広域連携観光宣伝事業では、柳井広域市町で連携して、観光宣伝事業を実施し

ます。２８年度は、広島市のマツダスタジアムにＰＲ隊を派遣する予定です。 

継続の平郡特産農産物育成事業では、２７年度は、１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きましたが、２８年

度は、もう１名の増員を図る予定です。また、６次産業化や農商工連携への取り組みの

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、市内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

の確立を目指す取り組みを行います。 

継続で行うファームステイ研修受入事業に加えて、新規事業での農業インターンシッ

プ事業として、就農希望者に農作業を実体験できる機会を提供し、就農を促進します。 

新規の水産多面的機能発揮対策事業は、アマモの移植及び播種を行い、稚魚の育成場

の維持や回復を図ります。  

新規の企業立地関連基盤整備事業では、先般、日立製作所から寄附を受けました南浜

の企業用地等へ、市道拡幅工事等などのインフラ整備を実施し、企業立地を推進します。

２８年度は、市道拡幅工事等のための実施設計を行います。 

企業立地・雇用創造推進室の設置以来、柳井市は柳井管区や山口県、全国と比較して

大変高い有効求人倍率となっており、順調に求人は増えてきたという状況はありますが、

一方で人手不足だという市内の企業さんの切実な声をいただいてもおります。 

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

継続事業ですが、防災無線整備事業です。同報系防災行政無線の難聴地域解消のため、

子局スピーカ増設の工事を市内１０箇所で行います。  

新規の消防機庫等施設整備事業は、伊陸分団２部の１班と２班、また阿月分団１部と

２部の消防機庫等をそれぞれ２箇所から１箇所に統合し、新たに整備します。 

新規の広域消費生活相談窓口運営事業は、柳井地域１市４町の消費生活相談窓口を設

置し、広域で連携した相談体制を整備するものです。 

新規の柳北排水区計画策定事業は、築出・広瀬地区の浸水対策として、新庄築出にポ

ンプ場を整備するために、築出雨水ポンプ場整備計画を策定します。 

続いて、道路関係ですが、新規の広域農道柳井大畠線開通記念事業です。２９年３月

に予定しています柳井・大畠間の広域農道全線開通を記念して、愛称募集やウォーキン

グ大会を実施します。 

住みよさ、利便性の向上に関する分野では、新規で新庄公民館建設事業です。地元の

方々と大変長い協議を進めてきて、ようやく２８年度に建替えが行えることになります

が、現在の場所に公民館を建て替えるための建設工事を行います。 

新規の余田公民館建設事業は、余田小学校管理特別教室棟建替えに併せて、公民館の

建設工事を行うことになります。 

人口定住促進事業については、積極的に取り組んでいこうということで、空き家バン



クを活用した取り組みとして、空き家の調査を行い、空き家バンクへの登録に結び付け

るための移住コーディネーターの配置、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等を引き続き行います。柳井市に対する移住に関する

相談が急増しており、空き家バンクの登録件数、契約件数、移住者数も少しずつ増えて

きています。 

最後に、３つ目の柱の「さらに開かれた市政へ」ですが、新規の議会本会議生放送実

施事業です。現在、民間ケーブルテレビで録画放送をしております議会本会議を、リア

ルタイムで放送するために、民間ケーブルテレビ局に中継の委託を行います。 

継続ですが、総合計画策定事業は、２９年度からの新たな総合計画策定ということで、

２８年度は、総合計画審議会や住民懇談会の開催等を予定しています。 

市民と市長と気楽にトーク開催事業についても、今日現在２９４回開催しており、ま

もなく３００回に達しますが、２８年度も引き続いて開催して参りたいと思います。 

最後に、その他についてですが、継続のふるさと納税推進事業では、昨年の１０月か

ら、ふるさと納税専用ポータルサイトの活用、クレジットカード等納付方法の多様化、

返礼品の充実を図ることにより、多くの納税をいただいております。２８年度も、寄附

金額の増額と、本市のＰＲ、地場産業の振興等に結びつけます。  

合併地域振興基金積立事業では、合併後の新市における地域振興等の事業を計画的か

つ安定的に実施するため、合併特例債を活用し計画的に基金に積み立てます。 

新規の基幹業務系システム共同利用事業では、行政業務関連システム費の縮減のため、

県内４市１町でのシステム共同利用に向けた選定支援・工程管理業務委託の負担金を負

担します。 

臨時福祉給付金給付事業は、消費税率の引上げによる低所得者への影響緩和のための

給付を、２８年度も引き続き行います。    

なお、新規事業数は、繰越８事業を含め、３１事業となります。 

続きまして、２７年度の３月補正予算について説明させていただきます。 

４つほど主要事業があり、これらの事業は全額繰越し、２８年度に実施することとな

ります。 

自治体情報セキュリティ強化対策事業です。マイナンバーによる情報連携に活用され

る行政専用ネットワーク環境のセキュリティ確保に資するため、行政専用ネットワーク

接続系とインターネット接続系を分割するなど、情報セキュリティ対策の抜本的強化を

図るため、庁内システムの整備を行うものです。 

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業は、２７年度の簡素な給付措置の対象者の

うち、２８年度中に６５歳以上となる方を対象に、給付対象者１人当たり３万円を支給

するものです。 

地方創生加速化交付金事業では、観光に関わる様々なものを予定しています。 



２８年度の県補助金を受け実施予定でありました社会福祉施設整備事業です。２７年

度において内示がありましたので、早期事業着手するため３月補正に計上し実施するも

のです。これは、柳井市第６期介護保険事業計画に基づき、地域密着型サービス事業者

が東部圏域に整備するグループホーム整備に対し、県の補助を受けて補助金を交付する

ものです。 

以上が平成２８年度当初予算及び平成２７年度３月補正予算についてです。 

次に、議案について説明させていただきます。 

平成２８年第１回柳井市議会定例会は、平成２８年度柳井市一般会計予算など、議案

３８件、承認２件、諮問２件及び報告２件についてご審議をお願いするためご参集をい

ただくものですが、主だった３件についてご説明します。 

まず、議案第３号の地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例の制定に

ついてです。山口県の地域再生計画認定に伴い、本市における企業立地の促進を図るた

め、地域再生法に係る固定資産税の不均一課税に関する条例を制定するものです。本議

案は、「山口県活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト」が平成２７年１０月

２日に内閣府認定を受けたことにより、山口県に認定を受けた地方拠点の強化や拡充を

行う事業者に対して事業税、不動産取得税及び固定資産税の地方税の不均一課税を行う

ことが可能となり、その優遇措置を行えるよう必要な条例を整備するものです。 

次に、議案第４号の柳井市中小企業振興基本条例の制定についてです。柳井市の中小

企業振興に関する基本理念を定め、総合的に中小企業施策を推進するため、柳井市中小

企業振興基本条例を制定するものです。市、中小企業、商工団体、商店街で事業を営む

方、大企業者、金融機関それぞれの基本的役割と、市民の理解・協力を明記した基本条

例になります。 

最後に、議案第１５号の広島市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関す

る協議についてです。広島市との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結に関する協

議について、地方自治法の規定により、議会の議決を求めるものです。広島市と広島県、

山口県両県内の２３市町が、経済、生活、行政の３分野において連携を図るもので、本

市は連携協約対象事業全３６事業のうち、病児・病後児保育事業の広域利用など１９事

業において参画する予定としております。 

以上が、議案等についての説明でございます。 

 

（政策企画課課長補佐） 

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） 

新年度は市長にとって２期目最後の年になるが、どのような思いで予算編成されたか



改めてお伺いしたい。また、新年度予算を受けてのマニフェストの進捗状況についてお

伺いしたい。 

 

（市長） 

任期最終年度の予算であり、ある意味ローカル・マニフェスト「チャレンジ柳井２

０１３」の総仕上げの予算であるということを意識して編成に取り組みました。今年度

に限ったことではありませんが、マニフェストの３つの柱に掲げている考え方や理想を

実現するという視点で、また、そういう強い思いで、総仕上げということを意識して取

り組みました。進捗度合いについては、私自身が申し上げて自画自賛になってもいけま

せんし、議会での予算審議を通じての議員の方々や、市民の方々に、ローカル・マニフ

ェスト５０の施策がどのように進捗が図られているかについて、これから評価していた

だくべきものであるかと思っています。 

 

（朝日新聞社記者） 

余田小学校と公民館を併設するとのことだが、これまでにそういった例があるのか。

また、趣旨は何か。 

 

（市長） 

 全国的には例があるように聞いてもいますが、柳井市では初めてです。柳井市ではス

クール・コミュニティという、従前から進めてきていたコミュニティ・スクールを更に

発展させるような形で学校を中心に地域づくりをしていこう、学校区単位での地域づく

りをしていこうというようなところを目指しており、その中の一環でもあります。また、

小学校の耐震化を図ることと、公民館の老朽化という２つの課題を解決するタイミング

がちょうど同じだったというような中で、柳井市初の試みとして併せて建築することに

なります。余田小学校は非常に小規模校であり、また、余田地区は比較的人口が少なく

地形的にも面積も含めてコンパクトにまとまっているエリアでもあり、そういった背景

もあって今回実現できるのかなという思いはあります。 

 

（中国新聞社記者） 

日積小学校と柳井南中学校には未耐震棟があるとのことだが、耐震工事に着手できな

い理由とそれについて市長としてどう思われているのかお伺いしたい。 

 

（市長） 

耐震化については私の１期目の任期中から、ある意味最優先で取り組んできた中で、

最終的に２棟ほど、残ってしまいました。日積小学校の普通教室棟については、リース

校舎も活用しながら、いち早く対応し、柳井南中学校についても耐震化された方に普通



教室を移すということで工夫はしましたが、完了しなかったことに関しては大変申し訳

ない思いもしています。ただ、柳井南中学校については、生徒数も減少しており、いろ

んな部活動等の課題がある中で、これから、中学校を地域においてどう位置付けていく

か、また、日積小学校についても、児童数が大変減少しているということを地域として

どう考えていくかという意味では、これから新年度に入って、地域の方々とその方向性

というものをしっかり話し合いの中で定めていきたい。まずは、地域が、どうしていき

たいか、どう考えておられるかといったところを、しっかり情報交換、意見交換して参

りたいと思います。 

 

（柳井日日新聞社記者） 

２期目最後ということで、一言で表すとしたら何予算になるか。 

 

（市長） 

ローカル・マニフェスト「チャレンジ柳井２０１３」の総仕上げの予算ということに

なります。 

 

（中国新聞社記者） 

今回の予算編成に当たり、各部局からの要求を一律カットするような方針で編成した

のか、それとも削減の枠組みから外して重点的に編成する事業を示して編成したのか。 

 

（市長） 

一つの手法として、実施計画計上事業等を除き、一般財源のマイナス５％のマイナス

シーリングを行いました。一方、どこをどういう風に展開していくかについては、マニ

フェストにある部分、特に子ども・教育環境の充実の部分はむしろリーダーシップを発

揮して強く充実をさせたという感想です。 

 

（中国新聞社記者） 

 まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも、柳井市にとって人口減の克服は大きな課

題だと分析されているが、その中で子ども・教育環境の充実を図ることによってどのよ

うに解決に繋げていきたいとお考えか。 

 

（市長） 

まち・ひと・しごと創生総合戦略の人口ビジョンでも詳しく分析していますが、自然

減、出生率の低さということが柳井市の圧倒的な人口減少の要因です。そういった意味

で、子ども・教育環境の充実といったことで克服していきたいと思っています。 

 



（中国新聞社記者） 

予算編成方針の中に、「既存の公共施設や道路、橋りょう、水道管、ポンプ場などの

インフラが老朽化し、これらの更新・維持管理に要する経費も増大しています。」とあ

るが、今後控えるもので、多額の費用を要するものにはどのようなものがあるか。 

 

（市長） 

水道管は、今後年間２億円の更新費用がかかってきますし、ありとあらゆるものが、

老朽化してきていますから、公共施設等総合管理計画を来年度中には策定し、それに基

づいて、どう集約を図り、持続可能な形にしていくかということになろうかと思います。

また、計画策定前であっても、そういった視点は必要ですし、余田小学校と余田公民館

の併設による建設も、そういった視点によるものでもあります。 

 

（政策企画課課長補佐） 

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。 


