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定例記者会見 

（平成 22 年 3月 2日実施） 

 

日時：平成 22 年 3 月 2 日（火曜日） 

13 時 30 分～14 時 27 分 

場所：市役所 2階 201･202 会議室 

 

（総務課長補佐） 

 それでは定刻になりましたので、只今から定例記者会見を開催させていただきます。 

 

（市長） 

本日は、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

最初に、平成 22 年度予算（案）についてご説明させていただきます。 

パワーポイントを使って説明させていただきますが、お手元に「当初予算の概要」をお配

りしていますので、併せてご覧いただきたいと思います。 

平成 22 年度予算は、私が市長に就任して 1 年が経過し、最初から最後まで責任を持って編

成作業をさせていただいた、私にとりましての初めての本格的な予算編成であります。 

最初に予算編成方針についてですが、現在の経済状況、地方財政は大変厳しい状況である。

さらには、長引く不況の影響で市税収入が大きく減少する状況がありますが、「財政が厳しい

からできない」ではなく、「何を優先しなければならないか」を念頭に置いて、同時に私のマ

ニフェスト「柳井ニューディール～８つの約束～」を如何にして具現化していくか、実行し

ていくか。さらには、新しいまちづくりに向けた市民の皆様へのメッセージを発していく、

という視点から、作業を行ないました。 

具体的に申し上げますと、昨年 3月 27 日の市長就任以来、週に一度以上のペースで開催さ

せていただいている「市民と市長と気楽にトーク」、さらには学校の統廃合も含めた環境整備

について協議を続けている「学校環境整備地域懇談会」などにおいて、市民の皆様お一人お

ひとりからいただいた貴重なご意見やご提言等に込められた“市民の皆様の思い”を反映さ

せていただいたと自負しています。中でも、「教育」「子育て」の分野には重点的に予算配分

しています。 

さらに、市民参加型と常々申し上げていますが、そうした市政をさらに進めていくために、

事業の精査を公開の場で行う「事業仕分け」を県内の市町に先駆けて実施させていただきた

いと考えています。 

今回の予算は、言うまでもありません

が、いずれの事業も市民の皆様の生活に

深く関わるものとなります。これらの事

業を着実に実行することによりまして、

安心安全、さらには住み良さを追求し、

市民の皆様に「柳井で暮らす幸せ」を実

感していただけるまちづくりを目指し

て参りたいと考えています。 

続きまして、予算の概要ですが、一般



- 2 - 

会計の予算規模は 149 億 7,500 万円で、骨格予算でありました前年度当初予算と比較します

と 6 億 2,310 万円、4.34％の増となりました。さらに、肉付け予算となる 6 月補正後の予算

との比較では、8,110 万円、0.54％の減額となっています。 

これは、健全財政の維持と安定した行財政基盤の確立を目指すもので、多様な行政ニーズ

を具現化するために前年度肉付け予算、6 月補正後の予算を予算要求ベースとし、個々の事

務事業を見直すと共に、経常経費の一層の節減を図り、その上で教育等の重点事業に予算配

分をした結果です。 

特別会計の予算規模は、101 億 8,730 万円で、これは前年当初予算との比較では 2,818 万

円の増、6月補正後と比較しますと 217 万円の減額となっています。 

一般会計につきましては、合併後の平成 17 年度以降では、平成 20 年度及び骨格予算であ

る平成 21 年度に次いで低い予算規模で、特別会計は同じく骨格予算である平成 21 年度に次

いで低い予算規模となっております。 

次に、歳入の特徴ですが、性質別内訳のグラフで説明させていただきます。なお、グラフ

は外側が平成 22 年度で、内側が 21 年度となっています。 

まず柳井市の市税ですが、特に償却資産に係る固定資産税を主として毎年減額傾向にあり

ましたが、本年度は、世界的な景気悪化の影響で、市税全体で 3 億 3,631 万円、率で 6.7％

の大きな減収となっています。中でも法人市民税が、1 億 3,256 万円、率で 39.7％の大幅な

減収、また個人市民税も 1億 1,887 万円、率で 7.8％の減収となっています。 

一方で、地方交付税は、国の地方財政計画に従い 2億 6,000 万円、6.0％の増額、臨時財政

対策債も 1億 5,140 万円、27.6％の増額を見込んでいます。 

国庫支出金、県支出金、市債は建設事業等に伴い増減するものですが、本年度においては、

新たに子ども手当てが新設されたことから国庫支出金が 25．2％と大幅な増となっています。 

市債は、臨時財政対策債の増額により 6.6％の増となっています。 

なお、財源不足につきましては、財政調整基金から 1,874 万円、最小限の繰り入れとして

おります。ちなみに、年度末の財政調整基金の残高は、9 億 7,000 万円程度を見込んでおり

ます。 

次に、歳出の特徴ですが、人件費は議員定数と職員数の減により、減額となっています。 

扶助費は、子ども手当の新設を主な理由に大幅な増となっています。 

公債費は、新たな市債発行を抑制するとともに、借り入れ利率 5％以上の既存債を繰上償

還した結果、大幅な減額となっております。なお、地方債残高は、平成 19 年度から毎年 10

億円程度ずつ減らしてきた結果、平成 22 年度末で約 187 億 2,000 万円を見込んでおり、一層

の健全化を図っています。  

次に、普通建設事業費ですが、6 月補正後との比較では 1 億 4,413 万円の減額となってい

ます。これは、学校改修等に着手する一方、都市計画街路や海岸保全事業等が終了するなど

大型建設事業の進捗によるものですが、この 2 月補正により国の 2 次補正に係る普通建設事

業の前倒しを約 2億円行っていますので、実質的には 6千万円程度増額となっています。 

災害復旧費の増額は、昨年の豪雨災害の復旧を一部、本年度に実施することにより増額と

なっております。 

その他は、特別会計への繰出金の増、岩国空港ターミナルビルディング（株）への出資金

が主な理由となっています。 

次に、重点事業ですが、福祉や医療、産業、環境など市民の皆様の生活に関わる多様な事

業をきめ細かく予算計上しましたが、特に「教育」や「子育て」の分野には重点的に予算配
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分をさせていただきました。 

では、主な重点事業について、簡単に説明させていただきます。 

お手元の概要には、5 ページと 6 ページに一覧で掲載していますので、併せてご覧くださ

い。 

まず、教育の充実ですが、厳しい経済状況の中で、大学等に進学したいという意欲ある学

生を、行政として支援する為に月額 3万円の奨学金貸付制度を新たに創設します。また将来、

柳井市へＵターンを希望する学生には 1 万円を上乗せして貸し付ける定住促進奨学金も設け

ます。当面は毎年 2 名を募集します。 

小中学校施設改修事業ですが、現在、市内 4 地区において協議を続けている「学校環境整

備地域懇談会」の中で強い要望のありました、耐震上不安のある学校について、安全対策を

講じるものです。 

まず、柳北小学校については、改築事業を進めるために、詳細な建物調査及び基本、実施

設計に係る経費を計上しております。 

大畠中学校については、武道場に続き、校舎の耐震補強工事を実施します。 

さらに、学校安全安心確保事業ということで、伊陸小学校、日積小学校、余田小学校の 3

校については、軽量鉄骨造の普通教室棟をリース方式により整備し、児童、生徒の皆さんの

安全を確保しようというものです。 

なお、その他の学校で耐震性の問題がある建物については、空き教室の活用等により極力

使用しないことしております。 

次に、不登校児童生徒適応指導事業ですが、様々な理由により、登校したくても登校でき

ない状況に陥っている児童や生徒の皆さんが再び登校できるように、現在空いている柳井中

学校の海風寮を活用して、ここに適応指導教室を設置します。ここでは専門の指導員により

不登校児童生徒の心のケアや学習指導、生活指導を行い、学校への復帰に向けて児童生徒及

び保護者を支援していくこととしております。 

さらに、学校の安全対策のソフト事業といたしまして、スクールガードリーダーによる各

学校の巡回指導により防犯意識の向上を図るとともに、地域社会全体で学校の安全に取り組

む体制を整備しようとするものです。 

次は国体関係ですが、今年 5 月 29 日、30 日の両日、日本女子ソフトボールリーグの公式

戦を｢ビジコム柳井スタジアム（市民球場）」で開催するものです。本件については、明日 3

月 3 日に開催される第 1 回実行委員会終了後に、別途記者発表させていただきたいと思って

います。 

 施設の整備ですが、山口国体の卓球少年男女の開催会場である「バタフライアリーナ（市

体育館）」の改修を行うものです。この施設は昭和 51 年度に建設され施設の老朽化が進んで

いますので、ロビーやアリーナ、トイレ等の改修工事を実施し、来たるべき国体開催に備え

るものです。 

また、山口国体の公開競技で高校軟式野球の開催会場である「ビジコム柳井スタジアム」

の改修を、昨年度に引き続き行うものです。改修内容としては、洋式トイレの設置や放送設

備の更新等で、こちらも選手や観客の皆さんを気持ち良くお迎えしたいと、その為に実施さ

せていただくものです。 

次に、全国的な少子化対策として、安心して子育てができるようにということですが、子

ども手当て支給事業について、本年 6 月から開始されます子ども手当て支給にかかる経費を

計上しています。中学校修了前の子どもさんを養育する人に対して子ども一人当たり月額
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13,000 円が支給されます。 

次に、地域子育て創生事業ですが、地域における子育て力を育み、子育て活動を実施して

いる5団体を支援するものです。また併せて市内25箇所の児童遊園の遊具も修繕いたします。 

次に、産科医等確保支援事業ですが、全国的に産科医師の数が減少する中で、市内の分娩

を取り扱う医療機関に対して、産科、産婦人科医及び助産師の処遇改善を目的として、分娩

取扱件数に応じ、補助金を支出するものです。 

次に、女性特有のがん検診推進事業ですが、これは昨年度から始まりました、女性特有の

がん検診につきまして、節目年齢の方に対して検診が無料となるクーポン券を送付し、受診

率を向上させ、がんの早期発見、早期治療をしようとする事業です。 

次に、妊婦健康診査事業ですが、妊婦の方々の健康管理及びお腹の中の赤ちゃんの発育を

確認するために定期的に行われる妊婦健診 14 回につきまして、標準的な健診内容を公費で行

うものです。県内の医療機関のみならず県外での里帰り出産時の医療機関での健診について

も補助させていただきます。 

次に、福祉の充実で社会福祉施設整備事業ですが、民間法人が計画されている認知症対応

型グループホームの新規開設に係る経費を補助し、高齢者福祉の向上を図るものです。 

この施設は、南町 6 丁目に木造平屋建て、定員 18 名のグループホームを、平成 22 年度開

設を目指して建設される予定です。 

平郡デイサービス施設整備事業ですが、離島である平郡島では高齢化が進んでおりまして、

デイサービスの需要が増加し、これに対応するためにデイサービスセンター施設の改修を実

施いたします。改修内容としましては、センターの増築と介護浴槽の更新等です。 

次に、産業の振興ですが、地産・地消推進事業は、今月、3月 28 日に開催を予定している

第 1 回柳井ファーマーズマーケットを引き続き開催しまして、市内各地域の朝市の皆様が一

堂に会し、地元農産品や加工品を販売、ＰＲすると共に柳井ブランドを高めて行こうという

ものです。 

ニューファーマー総合支援事業ですが、新たに農業に従事したいという若者が農業技術を

習得するための研修費を助成させていただくものです。市内でぶどう農家を希望されておら

れる 1名の方が対象として予定されています。 

ニューフィッシャー確保育成支援事業は、漁業従事者の新規就労を支援するため研修費の

助成を行うものです。 

次に、無駄遣いゼロ、クリーンエネルギーですが、2002 年頃から全国の自治体において実

施をされている「事業仕分け」を県内市町に先駆けて 8 月に実施します。市が実施する事務

事業について、公開の場で、外部の方々の客観的な視点から意見を取り入れて、行政の意識

改革、さらには市民の皆様の意識改革に繋げて参りたいと考えています。 

なお事業仕分けの結果は、事務事業見直しの参考とし、翌年度以降の予算編成に反映させ

たいと考えています。 

太陽光発電システム設置補助事業ですが、地球温暖化対策を推進するためにＣＯ2 削減と

いうことで住宅用太陽光発電システムの設置に際し、市として補助を行います。太陽電池の

出力 1kw 当たり 3万円、上限 10 万円で 35 件を予定しています。 

次に、新たな交通手段の確保、さらには住民参画の重点事業ですが、現状の生活交通を検証

し、利用者の方々や交通事業関係者と協議させていただき、より利便性が高く持続可能な公共交

通体系を構築するため、新年度において生活交通活性化計画を策定させていただくこととしてし

ます。 



- 5 - 

 次に、庁内起業制度提案事業ですが、庁内の若手職員から提案があった学校等のグラウン

ドの芝生化事業を採択したので、現在、市内でモデル地区ということで、地元の方のご理解

を受けるべく、着手させていただきたいと思っています。 

最後になりますが、安心・安全の対策事業です。 

 橋りょう長寿命化事業ですが、平成 21 年度に実施いたしました橋りょう健全度調査の結果

を元に、緊急性の高い橋りょうから順次補修をいたし、長寿命化を図ろうとするものです。 

土砂災害ハザードマップ整備事業ですが、今年 2 月末に山口県が「土砂災害警戒区域」の

指定をされたことから、土砂災害時における迅速な避難体制の早期整備を図るために、土砂

災害ハザードマップを作成するものです。 

古開作雨水ポンプ場整備事業ですが、平成 18 年度からの継続事業である、古開作雨水ポン

プ場を引き続き整備して参ります。本年度には、いよいよ 500ｍｍのポンプ 1 台が稼動を開

始しますので、豪雨による浸水被害の防止に効果があると期待をしています。 

海岸保全単独事業ですが、台風や冬季の波浪による高潮被害が発生している阿月東地区に

おいて、高潮被害防止を目的に、護岸を設置するものです。 

 以上、重点事業について説明させていただきましたが、このほか、基本構想の体系に基づ

く主な事業については、予算概要の 8 ページから 18 ページに掲載させていただいています。 

 なお、新規事業の数は、23 事業となっています。 

 冒頭に申し上げましたが、平成 22 年度予算は、私が最初から最後まで責任を持って編成し

た予算であり、私にとりまして初めての本格的な予算編成であります。 

この予算を一言で表すならば、「未来投資型予算」と申し上げたいと思います。 

将来の世代につけを回さない健全予算でありながら、教育や子育てに重点を置いた「未来

投資型予算」であることを表明し、新年度予算について説明を終わらせていただきます。 

その他の議案については、主なもの 2つを説明させていただきます。 

 お手元にも資料として配布していますが、先ほども申し上げた奨学金の創設です。こうい

った経済状況ですから、学習意欲のある学生を応援していこうことで、併せて柳井市にＵタ

ーンをする予定である方については、さらに上乗せをし貸付をさせていただくものです。 

 次に、柳井市企業立地促進条例の一部改正についてですが、ご承知の通り経済情勢が大変

厳しい中で、当然柳井市においても厳しい状況であることは言うまでもありません。こうし

た中で市内に立地をしている企業の中には、大変頑張っておられるところも当然ある訳です

が、こういった企業を応援させていただくことも市の大切な責務であると考えています。 

 市内の企業が、引き続き市内で頑張っていただくことを応援させていただく意味から、今

回、柳井市企業立地促進条例の一部を改正する議案を上程させていただくことにしました。 

私からは、以上です。 

 

（質疑応答） 

（総務課長補佐） 

 それでは、質疑等がありましたらどうぞ。 

 

（朝日新聞記者） 

 奨学金制度だが、対象者はどういう子どもさんを考えておられるか。 
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（市長） 

 大学レベルを対象と考えており、具体的には大学、高等専門

学校第 4 学年、第 5 学年及び専攻科、専修学校のうち修業年限

2 年以上の専門課程に在学する方々を対象とさせていただきま

す。  

 

（朝日新聞記者） 

 返していただく条件とか条例に載っているか。 

 

（市長） 

 貸付期間の 2．5倍で返還していただくということで、大学 4

年間の場合は償還期間 10 年となります。 

 

（朝日新聞記者） 

大学院に入った場合は自動的に延長されるのか、それともあらためて申請することとなる

か。 

 

（学校教育課長補佐） 

 大学院に進まれた場合は、大学生ということで 4 年間貸付を行い、大学院に入られお勤め

をしておられないということで返還が難しい場合は、返還猶予という手続きを取り、卒業し

た後で償還を開始するということになります。 

 

（朝日新聞記者） 

 Ｕターンを促進する意味で 1 万円を設けるということだが、この 1 万円も返還してもらう

のか。それともＵターンするから返さなくてもいいということか。  

 

（市長） 

 無利子にさせていただきます。 

 

（朝日新聞記者） 

 1 年間で何人を想定しているか。 

 

（市長） 

 2 名です。一般的な奨学金が月額 3 万円、卒業後に柳井市に定住する意思を持った方に対

して上乗せして貸し付けるのが 1 万円。これが定住促進奨学金です。1 万円については、実

際にＵターンされた場合は無利息。  

 

（朝日新聞記者） 

 2 人というのは少ないのでは。 

 

（市長） 

 基金に見合った人数と言うことで、持続可能な制度にしたいということで 2 名にさせてい
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ただきました。 

 

（朝日新聞記者） 

 全体的なことを聞きたい。予算編成の基本的な考え方の述べられたが、市民との意見交換

を通して考え方をまとめて予算を編成したと言われたが、率直に言って子育てとか教育が皆

さんが抱えておられる深刻な課題と感じたということか。 

 

（市長） 

 意見交換会を、この間 61 回開催させていただき、統計を取った訳ではなく私自身が感じる

ところとして、そういったところ（子育てや教育）に重きを置いて欲しい、重きを置くべき

だという皆さんの考え方は大きかった、と実感している。 

 

（柳井日日新聞記者） 

 事業仕分けだが、もっと具体的に分かれば教えていただきたい。 

 

（市長） 

 仕分けの対象は 10 事業で、1 事業当たり 30 分程度で仕分けを行います。仕分け人は民間

のシンクタンクの専門の方、市民代表として行革推進委員会委員の方にも参加いただきます。 

 

（柳井日日新聞記者） 

 全部で何名か。 

 

（市長） 

 仕分け人として、外部評価者が 4 名と市民評価者が 10 名。市民評価者については、2 事業

ずつ 2 名が担当するので、1 事業につき、外部評価者 4 名と市民評価者 2 名の計 6 名で構成

されます。 

 

（柳井日日新聞記者） 

 予算は、それに対する報償費か。 

 

（市長） 

 当然、（仕分け人は）市外からいらっしゃるので旅費など準備経費も含めて計上している。 

 

（読売新聞記者） 

 事業仕分けで予算を削減する目標はあるのか。 

 

（市長） 

 そもそもの考え方として、予算を削減することも大事ですが、公開の場で外部の方に来て

いただいて論議いただく、またその場に多くの市民の方々に傍聴していただきたい。柳井市

の事業がどういった思いで実施されているか、どういった仕組みで実施されているか、こう

いったことを知っていただく、知識として多くの市民の方にご利用いただくことが大きな目

的ですので、具体的にいくら削減するという目標は設けていません。 
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（柳井日日新聞記者） 

 8 月に実施するということだが、これは 1回のみか。 

 

（市長） 

 新年度においては 1回のみ。その後については 1回目の実施状況を踏まえてみる。 

（毎日新聞記者） 

 10 年度中は 1回ということですね。 

 

（市長） 

そうです。 

 

（毎日新聞記者） 

 8 月というタイミングは何か理由があるか。 

 

（市長） 

 まずは県内に先駆けてやりたい、それと先方の都合もあります。今、全国の自治体から引

き合いがあるという状況ですので、この時期になりました。 

 

（毎日新聞記者） 

 産科医等確保支援事業だが、基本的には分娩件数に応じて、例えば分娩費用 35 万円の 4分

の 1を補助するとか、そういうことか。 

 

（市長） 

 分娩 1 回に付き 1 万円、うち国の補助が 3分の 1ということです。 

 

（毎日新聞記者） 

 これは、国が推進している事業か。 

 

 （市長） 

 そうです。 

 

（毎日新聞記者） 

 市内の分娩を取り扱う医療機関はいくつあるのか。 

 

（市長） 

 2 医療機関です。 

 

（中国新聞記者） 

 経常的経費を削減する上で、具体的に何かされてきたか。 

 

（総務部長） 

 特に人件費の削減によるところが大きいと思います。議会の議員削減、職員数の削減もあ
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り人件費削減には配慮しています。また経常経費の削減も 5％、10％かけてきたので、引き

続きという意味あいです。 

 

（毎日新聞記者） 

 例えば、前市長の時は、行革を第一の目的で一律 10％カットとかの手法を取ったと説明を

受けたことがあるが、今回の予算編成でそういう目標があったのか。 

 

（市長） 

 一律にカットするということはしていません。 

 

（毎日新聞記者） 

 各部局から市長が掲げておられる必要なものを上げてもらったということか。 

 

（総務部長） 

 補足しますと、あくまでも肉付け予算の平成 21 年度 6月補正後より増えないことを前提と

して持っていました。削減はかけないが 6 月補正後が基本ベースでした。それと市長のニュ

ーディール関係は特別枠を考慮しますよという形で出ています。 

 

（毎日新聞記者） 

 逆に言うと、市長のニューディールを肉付けしてプラマイゼロに押さえる為には、どこか

をマイナスにしなければいけなかったと思うが。 

 

（総務部長） 

 幸いなことに、国の方で補正予算がたくさんあり、建設事業的なものがある程度消化され

ました。本来なら、国の経済対策がなければ厳しい予算編成になったと思いますが、（国の経

済対策で）懸案事項が吸収されましたので、ニューディール政策に影響を与えていないとい

いますか、ある程度予算が組めたという状況です。 

 

（毎日新聞記者） 

 建設的な予算とは、平成 21 年度の国の補正予算のことか。平成 22 年度の事業を前倒しし

たということか。 

 

（総務部長） 

 はい。 

 

（毎日新聞記者） 

 どういうものがあるか。 

 

（総務部長） 

 2 月補正にも計上しているが、庁舎の空調、これ 1 億円近いお金ですが。本来なら当初予

算では組めないものが、道路も含めて国の補正のお陰で出来たと。 
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（毎日新聞記者） 

 空調とかは、国の補正がなくても当初予算に組まなければならないほどの緊急だったのか。 

 

（総務部長） 

 当然緊急性はあったものですが、財源の問題があって、この何年かは予算を組めなかった

のが実情です。 

 

（毎日新聞記者） 

 逆に言うと、絶対しなければならないものをやったのではないのではないのか。もし補正

が無かったとしたら、新年度予算に上げなければならないものは、どういうものか。 

 

（総務部長） 

 道路もありますし空調も含めて、この 2～3年の内には財源の調整が付けば当初予算で盛り

込まなければいけなかった事業を、今までの補正や 2 月補正に上げているという考え方で結

構だと思います。 

 

（毎日新聞記者） 

 分かりました。 

 奨学金制度は、なぜこういうのをやろうと思ったのか。 

 

（市長） 

 当然、これはマニフェストにも載せているのですが、市長就任前からの日頃の体験からの

思いがマニフェストになって、そして今回実現させていただくと。 

 

（毎日新聞記者） 

 結局、この条例にある日本学生支援機構や山口県ひとづくり財団等の貸付けを受けられな

い人がいて、なおかつ、行きたい人がいるという現実を市長が知って、ということか。 

 

（市長） 

 具体的な事例があったわけではなく、やはり市としてこういったことをさせていただくこ

とによって、学生を応援したいという思いがマニフェストになったということです。具体的

な事例を踏まえて、ということではありません。 

 

（毎日新聞記者） 

 そうすると「応援したい」という思いがまずあって、そこから派生的に 1 万円を上乗せし

て、できれば市に帰ってほしいなというところは、後から盛り込まれたイメージですよね。 

 

（読売新聞記者） 

 自主財源比率が 42.8％ということですが、これは過去最低？どれ位低いのか。 

 

（経営企画課長） 

 今、数字を持っておりませんので、また後ほど。 
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（毎日新聞記者） 

 法人市民税が 4割落ちた理由はどういったところにあるのか。 

（市長） 

 世界的な景気の低迷。当然、柳井市内においてもこの影響が現れていると。 

 

（中国新聞記者） 

 今回初めて最初から最後までご自分の思いが出た予算だが、色々あっての一番の感想を聞

かせてほしい。 

 

（市長） 

 編成作業の前から申し上げているのが、やはり｢教育｣｢子育て｣の分野の重点化をしたいと

いうことです。実際に今回、奨学金の制度の創設もそうですが、とにかく学校の耐震化につ

いて思い切った施策をできるかという思いは、日々ありましたが、現実のものにこれからで

きるということなので、まずは一つ大きな壁、今までできなかったことができたかな、とい

う思いはあります。 

 

（中国新聞記者） 

 苦労した点や盛り込めなかった点はあるのか。 

 

（市長） 

 具体的に何が盛り込めなかったかというのは申し上げられませんが、決して楽観できない

厳しい状況の中、当然多くの職員の努力もあって、私としては現時点でベストのものができ

たと考えています。 

 

（毎日新聞記者） 

 議案 8 号の企業立地促進条例の一部改正について、よく分からないので、例えばこういう

メリットを新たに付与した、と言ってもらいたい。 

 

（市長） 

 まず市内に本社があるということが絶対条件となるわけですが、こういった企業が市内で

規模を拡大するというような場合、あるいは、市内で新たに起業されて本社が柳井市、さら

には、近隣に本社があるけれどもその拠点を柳井市に移していただく、とまさに企業立地に

ついて、これから私もトップセールスマンとして進めていく上で、非常に武器になると。投

下固定資産のうち 5％を、今までのような固定資産税の減免という形ではなくて、直接補助

をしていく、これは山口県の要綱に倣ったということもありますが、県内では他の市町がや

っていないことです。そういった意味において、私自身これを武器にしていろんなところへ

また出て行きたいな、という思いはあります。 

 

（毎日新聞記者） 

 もう少し具体的に。 
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（市長） 

 例えば、市内に土地の造成、建物を建てて、その投下固定資産が 1 億円といった場合、そ

の 5％の 500 万円をその企業に対して補助をしていく。 

 

（毎日新聞記者） 

 減免と違うのか。 

 

（商工観光課長） 

 もし 1 億円だったらこれまでの減免の場合、コンマ 7 くらいいわゆる評価額となります。

これに 1.4％の固定資産税率を掛けていただくと、3年間かけてもらうと、たぶん 400 万円か

350 万円のレベルの補助になります。1 回払ってまた返すというのではなくて、1年目に基本

的にさしあげましょうと。 

 

（毎日新聞記者） 

 だから数字的なものは変わらないように見えるけれども、基本的に企業の負担は少なくな

るということか。 

 

（総務部長） 

 そうです。大幅に下落ということはないと思うが、幾分早めに貰えるということで、いわ

ゆる一つの投資へのカバーはできると言えるかもしれません。 

 

（毎日新聞記者） 

 なるほどよく分かりました。 

 

（市長） 

 固定資産税の減免の場合は、3年間。この改正では、一括して最初にということですから、

非常に最初のスタートがスムーズに発進をされるのかな、という気がします。 

 

（朝日新聞記者） 

 まちづくりに関係したことで少しよいか。企業を誘致するということで、柳井を見てきて

確かに、量販店がたくさんあり人がたくさん来ているが、2 年前に市が景観行政団体になっ

ても、その後の動きがないように思う。柳井市には白壁の町並みはあるが、魅力を高める上

で、景観行政に力を入れる必要があるのかなと。そうすることで、交流人口でも別の魅力を

見つけて来る人が増えていくのかな、という感じを思っているのだが、そういった意味の予

算ではどういうふうに。 

 

（市長） 

 今回の予算において、直接この景観行政に係わるものがあるかどうかは、細かく確認をし

ないといけないのですが、今私自身認識をしておりません。 

 

（朝日新聞記者） 

 市民の意見を聞いたり論議を積み重ねたりして、初めて景観の計画があるべきだが、そう
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いう作業は今までなかったように思う。それはどういうふうに。 

 

（市長） 

 そういう計画作りも含めて新年度に進めていくというのが記憶にありますが、ちょっと私

の中でうろ覚えなので、今確認をしてもらっています。 

 

（経営企画課長） 

 先ほどの自主財源比率、平成 22 年度は 42.8％でこれが一番低いといいますか、合併後、

平成 18 年度が同じく 42.8％、これが一番低い水準。平成 21 年度は 45.2％、それから平成

20 年度 46.7％、平成 19 年度 47.2％で、だんだん平成 19 年からどんどん逓減といいますか、

減少傾向にあります。 

 

（毎日新聞記者） 

 合併前はかなり良かったのか。 

 

（総務部長） 

 平成 9 年度から 12 年度までが財源のピークでした。それはご承知のとおり償却資産の関係

がありましたので、合併は平成 16 年度ですので、合併前が良かったという表現はちょっと適

切ではないと思います。 

 

（市長） 

 さきほどの朝日新聞さんの件ですが、新年度から景観計画の策定に入っていく、その後に

条例を制定していくことになりますが、具体的なことについては、別途詳細が決まり次第お

知らせします。 

 

（毎日新聞記者） 

 明日またお聞きするが一言だけ。女子ソフトボールリーグ開催については、柳井大会を誘

致したということでよろしいか。 

 

（市長） 

 そういうことです。 

 

（毎日新聞記者） 

 了解。 

 

（総務課長補佐） 

 よろしいでしょうか。以上をもちまして、定例記者会見を終了いたします。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。 


