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定例記者会見 
(平成 21 年 9 月 1 日実施) 

 
日時：平成 21 年 9 月 1 日(火曜日) 

13 時 00 分～13 時 45 分 
場所：市役所 4 階 401 会議室 

 

(総務課長補佐) 

 それでは定刻になりましたので、定例記者会見を始めさせていただきます。 

 

(市長) 

 皆様、お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。9 月議会を前に

しての定例記者会見を始めさせていただきたいと思います。 

 最初に、9 月 9 日から開会する第 3 回柳井市議会定例会ですが、この定例会におきまして

は、市長等の給与の特例に関する条例の制定についてなど、議案 11 件、承認 1件、認定 2件、

諮問 2 件及び報告 3 件について、審議をお願いするために参集いただくものであります。な

お、それぞれの議案の詳細、ご質問等につきましては、後ほどお受けしたいと思います。 

 今日は特に議案の中で補正予算の概要を説明させていただきます。 

議案第 60 号の一般会計補正予算につきましては、去る 7月 21 日から 25 日にかけて山口県

地方を襲った豪雨による被害復旧・対策費用や昨今の社会情勢を踏まえ、景気経済対策、雇

用創出に資する事業であるかどうか、市民の皆さんの安心・安全を実現できる事業であるか、

産業や教育の振興が図れる事業かどうか、そのような点について一つひとつ丁寧に検証を行

い、予算編成を行ってまいりました。 

 その結果、一般会計の補正予算額は 4 億 2,066 万 1 千円となり、予算総額は 159 億 2,568

万 6 千円となりました。今年度は、7 月に臨時議会をお願いし、経済対策関係の補正予算約 4

億円を計上したこともあり、昨年度の同時期と比較し、6．6％の増ということとなっており

ます。 

 続いて、主な事業につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、豪雨による災害復旧・対策関係の予算でありますが、農林業施設、土木施設を中心

に約 1 億 7,800 万円を計上いたしました。8 月 3 日に行いました災害関係の補正予算の専決

により、4,272 万 3 千円の補正の承認を今回の議会に提出しておりますが、あわせますと災

害関係の予算は、2 億 2,100 万円余りとなります。市民生活に影響のある復旧工事等につき

ましては、早急に対応して参りたいと考えております。 

 次に、緊急雇用創出についてであります。昨今

の厳しい雇用情勢から、県による財政措置を活用

し、5 事業に 1,153 万円を計上しております。そ

の中では、外国人の児童が新庄小学校の 4 年に就

学されますが、一日も早く学校に適応していただ

くため、専任の臨時教員の雇用に要する経費 70

万円あまりについても予算計上しているところで

あります。 
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 次にエネルギー対策事業であります。柳井地域の、日照時間が長く太陽光発電に適した土

地柄を生かし、地球温暖化の防止とクリーンエネルギーのまちづくりを推進するため、市庁

舎に太陽光発電設備及び省エネ型蛍光灯を導入いたします。また、住宅用太陽光発電システ

ムを設置される家庭に対する助成制度を設けることといたしました。 

 次に、先ほどの議案の説明でも申し上げましたが、市長、副市長、教育長の人件費削減で

あります。これにより 199 万 2 千円の予算削減を図りました。 

 次に、平郡診療所につきましては、その構造上、利用される方にご不便をおかけしており

ましたが、玄関、トイレ等のバリアフリー化の工事を行う費用の補正を行います。本工事に

つきましては、私が市長に就任して以来開催しております、｢市民と市長と気軽にトーク｣に

おきまして、地元の方から私に直接いただきましたご意見の中から、ご病気の方やお年寄り

の方に特に配慮をさせていただき、予算化したものでございます。 

 また、特別会計の補正でございますが、公共下水道事業特別会計におきまして、浸水対策

のため実施しております、古開作雨水ポンプ場の早期完成を図るため、5,000 万円の追加費

用の補正を行うものでございます。 

 以上、平成 21 年度 9月補正予算の概要につきまして説明させていただきました。 

 
（総務課長補佐） 

 ご質問等ありましたら、お伺いいたします。 

 

（朝日新聞記者） 

 この前の大雨で柳井市でも浸水しましたけれども、今度の補正でポンプ場事業に 5,000 万

円かけるようですが、具体的にはどういった内容になるのですか。 

 

（市長） 

 この古開作雨水ポンプ場は、平成 19 年に設計し事業をスタートさせたものですが、本来で

あれば平成 24 年、つまりは完成まであと 3 年の期間を要するということでありましたが、先

般の集中豪雨を受けていくらかでも早くできないか、という市民の皆様の強いご要望もござ

いまして、技術的なものを含めて検討し可能な限り早くさせていただくということで、1 年

早い平成 23 年度中に完成を図るため、この度 5,000 万円の予算を計上させていただいたもの

です。その 5,000 万円の内訳につきましては、担当の方から説明をいたします。 

 

（朝日新聞記者） 

 増設するのですか。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 今回の 5,000 万円については、主にポンプ沈砂池の設備の工事というものになっておりま

して、先ほど市長が申しましたように、これを 1 年早くすることによりまして排水ポンプの

能力が、単純に比較して現在の約 2.2 倍になるわけです。あと、池の浚渫をするわけですか

ら、それ以上の効果があるのではないかと思われます。以上です。 

 

（朝日新聞記者） 

 要するに沈砂池を深くするわけですか。 
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（経営企画課課長補佐） 

 はい。今年度の工事につきましては、主には、そういった工事が行われるものでございま

す。遊水池関係の工事とか。 

 

（朝日新聞記者） 

 早くするということでは、それは予算には入っていないのですか。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 総事業費が約 18 億円で、平成 24 年度に完成するというのが当初の予定でしたが、前倒し

で工事を実施するため、今年度の補正で予算を追加いたします。また来年度も予定より多く

工事を実施するということで、1年前倒しをするということです。 

 

（朝日新聞記者） 

 平郡診療所の玄関とトイレのバリアフリー化の工事については、いくら位でどこに書いて

あるのか。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 補正予算書の 19 ページに上段にございます。平郡診療所運営費ということで工事請負費が

60 万円。こちらになります。 

 

（朝日新聞記者） 

 特別職の給与カットは、前任の市長のときと違うのですか。 

 

（市長） 

 前任の市長のときは、おそらく手当のカットのことだと思います。今回は、報酬そのもの

を 1割カットさせていただきます。 

 

（毎日新聞記者） 

 それは河内山市長のときはされていなかったですよね。 

 

（市長） 

 市長の報酬カットとしては、柳井市では初めてです。 

 

（毎日新聞記者） 

 カットする理由というのは。 

 

（市長） 

 今の経済状況も考えて、市長、副市長、教育長の特別職三役自らカットをさせていただく

と。意図としてはそれだけでございます。 

 

（毎日新聞記者） 

 一般の人のいわゆる実入りも少なくなっている中で、それに合わせた形というわけですね。 
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（市長）  

 はい。自らの思いの中で、そういったことをさせていただきたいと考えました。 

（毎日新聞記者） 

 それが 10 月 1 日からとりあえず今年度の来年 3月までで、市長と副市長と教育長を合わせ

て 199 万 2 千円。 

 

（市長） 

 そうですね。期間は平成 25 年 3 月 26 日、すなわち私の任期までということです。 

 

（中国新聞記者） 

 最初に言われた 1 億 7,800 万円について、もう少し具体的にどう使うのかイメージが沸く

ように説明をお願いします。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 補正予算書の 34、35 ページに主なものを載せています。 

34 ページが農林業施設の関係の災害復旧費で、主なものは工事請負費となります。これが

農業用施設、林道、農地、水路等の復旧費、額で言いますと 8,740 万円の工事請負費でござ

います。 

それから 35 ページに土木施設災害復旧費がございます。そこに工事請負費が 3,230 万円あ

ります。これが土木関係の道路、河川等の災害復旧費にあたります。 

その他、教育関係の施設が若干、簡易水道の施設が 1 件あり、合計で 1 億 7,800 万円とな

ります。 

 

（中国新聞記者） 

 この 1億 7,800 万円の事業は、何箇所での実施となりますか。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 今回の被害箇所は、全て合わせまして 254 箇所という数字が出ております。 

 

（中国新聞記者） 

 基本的には全て手当てすると考えてよろしいでしょうか。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 はい。崩土を取り除いたり、工事を行うということです。 

 

（中国新聞記者） 

 その 254 箇所を 1億 7,800 万円でやる、ということなんでしょうか。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 これは専決の数字も含まれていますから、全ての被害箇所の数字と考えていただいて結構

です。 
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（毎日新聞記者） 

 太陽光発電について、もう少し詳しく教えていただきたいのですが。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 補正予算書の 18 ページをご覧ください。太陽光発電システム設置費補助金 350 万円という

のがございます。こちらが住宅用の太陽光の発電システムを設置される市民の皆様に対しま

して、1kw あたり 3 万円、上限が 10 万円で、今回 35 件分の 350 万円を予算化させていただ

いたものでございます。 

 

（朝日新聞記者） 

 市役所の方はどこに入っていますか。 

 

（経営企画課課長補佐） 

 補正予算書の 15 ページ。総務費の一般管理費に太陽光発電設備設置工事費と省エネ型蛍光

灯改修工事費とで 1,234 万円を計上しております。8Kw の太陽光の設備と省エネ型の蛍光灯

を導入する計画でございます。 

 

（毎日新聞記者） 

 太陽光発電をつけることによって、具体的にその電気というのは、どういうふうに使われ

ていくものなのか。 

 

（総務課長） 

 太陽光発電と庁内の電源を組み合わせますので、その発電したものは庁舎で使っていくこ

とを考えております。 

 

（毎日新聞記者） 

 具体的に試算でどのくらい助かるのか。 

 

（総務課長） 

 まだ具体的試算は出しておりません。 

 

（朝日新聞記者） 

 庁舎消費電力の何％くらいかは、わかるか。 

 

（総務課長） 

 僅かなものでございます。8kw でございますので、本当に家庭用で 4Kw くらいですから、市

役所が事業所として率先して実行する、とそれ位に考えていただければと思います。 

 

（朝日新聞記者） 

 県内で、庁舎に太陽光発電とか設備を設置しているのは。 
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（総務課長） 

 今回のクリーンエネルギーの施策で、県内多くの自治体でも庁舎への太陽光発電設備の計

画をしていると思います。 

 

（朝日新聞記者） 

 柳井市だけではない。 

 

（総務課長） 

 はい。 

 

（毎日新聞記者） 

 省エネ型蛍光灯は、この段階では 2割位は差し替えるとかあるのですか。 

 

（総務課長） 

 そうですね、今 82 本位ですけれど、2 階のフロアーを対象にして試験的に行ってみようと

いうふうに考えております。 

 

（朝日新聞記者） 

 選挙で政権交代が現実のものとなったのですけれども、自治体にとって何か不安があった

りするのですか。 

 

（市長） 

 まだ選挙が終わったばかりで、新しい政権交代がこれから誕生するという段階ですから、

どういう影響を受けるかというのはこれからだと思います。 

 

（朝日新聞記者） 

 予算編成において自ずと変わっていくとかは。 

 

（市長） 

 変わっていくのか、いかないのかは、国がどういった動きをされるのかということをしっ

かり見ないといけないと思っております。ただ基本的な認識として、国には国の役割があり、

また、県には県の役割があり、市には市の役割がありますから、市の役割を日々着実に果た

していくということに集中させていただいているということです。国の動きを見て、こちら

が何かしないといけないといったことは現時点で一切ございません。 

 

（毎日新聞記者） 

 市長をはじめ、職員の方、今回の政権交代で浮き足立つということは一切ない。 

 

（市長） 

 一切ございません。 
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（毎日新聞記者） 

 その絡みで質問をよろしいでしょうか。全国的な民主党の躍進ということがありました。

井原市長、それについて率直な感想をお聞かせください。 

 

（市長） 

 はい。事前にテレビ・新聞等で、あの様な結果が出るということは予想可能だったとして

も、実際、結果が出てみると、大変な驚きを持って見させていただきました。ただこれも一

般的に言われているとおり、マニフェストの項目について、財源の問題とかいろいろありま

すので、その辺りは、市長としても、一国民としても、しっかり注視をしていきたいと思い

ます。 

 

（毎日新聞記者） 

 山口県は、比例代表だけは民主党の方が自民党より若干票が上回っていましたけれども、

基本的には自民党が強い。それについて何かあれば。 

 

（市長） 

 これだけの大暴風が全国的に吹き荒れる中で、山口県だけは特に大きな影響を受けなかっ

たのは、いろんな見方があるかと思いますが、やはりそれはそれぞれ議員の方々が日頃から

地域に根を張って活動をしてこられた、その結果であると思います。また、全国的に見ても、

大きな逆風の中で勝ち残った方もいらっしゃるわけですから、そういうところに出ているの

かなと思います。 

 

（毎日新聞記者） 

 今後の国政について、不安とか期待とかはどういうふうに。 

 

（市長） 

 

 先ほどと同じような答えになりますが、国には国の役割、市には市の役割があると。市民

の皆さんに一番身近な存在である基礎的自治体として、政権交代が起きようが起きまいが、

すべき仕事はしっかりあるわけです。そこを改めて着実に実行していきたいという思いだけ

でございます。 

 

（毎日新聞記者） 

 地方分権を進めるという点について、自民党と民主党、もちろんこれからどうなるか分か

りませんけれども、マニフェストにも違いがあるわけです。その辺について焦点を合わせる

とどうでしょう。 

 

（市長） 

 地方分権について、自民党と民主党といろいろ見方はあるでしょうが、分権を進めるとい

うことについては、双方とも一致しているわけです。今回の場合は、民主党の方がそれを実

行するということです。これは私の認識ですが、国の基本としては、まず基礎的自治体があ

り、そこを国や県が補完していくというような考えで、民主党のマニフェストが作られてい
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ると認識をしておりますので、そのマニフェストどおりに実行をしていただければ、柳井市

としても、より市民の皆さんに行政サービスの提供も含めてご満足いただけるような形にで

きるのではないかな、という思いはございます。ただこれは、仮に自民党が選挙に勝ってお

られても、同様の認識でありますから、いずれにしても地方分権は進んでいくということを

しっかり注視していかなければならないと思っています。 

 

（ＹＡＢ記者） 

 実は選挙戦がある中で、選挙区内の別の自治体の首長が特定の候補者の選挙戦に協力をさ

れて、演説会等にも積極的に参加されるという状況もありましたが、井原市長はそういった

ことをされなかったわけですが、今振り返ってその判断をどのように思われますか。 

 

（市長） 

 それは今回の選挙がどうだとかという話ではなくて、そもそも私が市長選挙に立候補した

ときからの主張として、首長というのは不偏不党であるべきだ、そして私自身は市民党とし

て特定の政党に偏することなくやっていきたいという思いで、立候補から当選、そして就任

しやっておりますので、その大きな自分自身の信条に基づいて今回も対応をさせていただい

たということです。特に選挙があったからどうこうということでは、私の中では一切ござい

ません。 

 

（柳井日日新聞記者） 

 市民球場と体育館の命名権スポンサー募集の締め切りが昨日までだったのですが、状況が

わかれば。 

 

（市長） 

 はい。こちらの方につきましては、柳井ニューディール推進担当を中心に、市内の例えば

従業員が 100 人以上の事業所へ直接出向き、ご提案をさせていただきました。数社ほど問い

合わせというか反応があったものの、締め切りの昨日までに命名権を取得していただくとい

う状況には至っておりません。今後の展開といたしまして、2 年後にせっかく柳井市におい

ても山口国体が開催されるわけですから、契約金額や期間を一度見直し、改めて再募集とい

う形をとらせていただきたいと思っております。なお、その見直しの内容でございますけれ

ども、見直し前が年額 150 万円以上で原則 5 年間としていたものを、見直し後、年額 100 万

円以上で原則 3年間と改め、また応募期間を 9 月 10 日から 10 月 26 日までとして、再募集を

予定させていただきます。 

 

（毎日新聞記者） 

 やはり今回の募集内容の変更は、例えば｢100 万円ならいいですよ」とか｢3 年だったら考え

ますよ｣とか、企業の反応をみてのものだったのでしょうか。 

 

（市長） 

 具体的に 100 万円とか 3 年とか指定があったとは聞いておりませんが、この契約金額や期

間について、ちょっと厳しいというご意見もありました。全く関心がないということでもあ

りませんでしたので、こういった変更内容で再提案させていただくことにしました。 
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（毎日新聞記者） 

 そうすると勝算ありと。 

 

（市長） 

 それは分かりません。ただ全く可能性がないものをわざわざ再募集しませんから、そこは

頑張っていきたいと思います。 

 

（柳井日日新聞記者） 

 再募集でも応募がなかった場合には。 

 

（市長） 

 これからやろうとしているものですから、それは想定していません。 

 

（毎日新聞記者） 

 普通、ネゴシエーションがあって次の見積もりを出すわけですけれども、ネゴシエーショ

ンは受けたのですか。 

 

（市長） 

 そこをはっきり申し上げられないのは、それが 1社ではないというところだと思いますね。 

 

（毎日新聞記者） 

 じゃあ数社。2～3社ですか。 

 

（市長） 

 そうですね、2～3社。 

 

（中国新聞記者） 

 問い合わせがあったということでいいですか。 

 

（市長） 

 そうですね。問い合わせがあったのと、こちらが訪問させていただいた時の感触を含めて

ですね。 

 

（中国新聞記者） 

 関心を示していたと。 

 

（市長） 

 関心ですね。 

 

（毎日新聞記者） 

 2～3 社というのは従業員が 100 人以上いる会社ということでいいですか。 
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（市長） 

 1 社確認をしないといけないところもありますけれども。 

 

（毎日新聞記者） 

 市内の会社ということでよろしいですか。田布施町とか平生町とかは。 

 

（市長） 

 基本的には市内の会社でありますけれども、市外の会社もあります。 

 

（毎日新聞記者） 

 2～3 社の中には市外の会社もあると。 

 

（市長） 

 そうです。 

 

（毎日新聞記者） 

 近辺ですか。 

 

（市長） 

 近辺ではないところもありますので、何とも言い難いですね。 

 

（毎日新聞記者） 

 県内。いや、基本的にはざっくりでいいですけれども、たとえば熊毛郡とか。 

 

（市長） 

 一部県外もありますので、その辺は説明しづらいですね。 

 

（毎日新聞記者） 

 県外もある。みんなが知っているような企業とか。 

 

（市長） 

 特定できるのであれば、最初から言っていますよね。 

 

（毎日新聞記者） 

 もう少し。広島県の会社で柳井に支社がある会社とか。 

 

（市長、経営企画課長） 

 市内外ということですよね。 

 

（毎日新聞記者） 

 柳井に関連のある会社ですか。 
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（市長） 

 もちろん。何らかの関係がある会社です。 

 

（毎日新聞記者） 

 市内外の会社であれば、全てそうなってしまうじゃないですか。 

 

（市長） 

 おっしゃるとおりですね。 

 

（毎日新聞記者） 

 一応、県外に本社があるところも入っているということで、よろしいわけですよね。 

 

（市長） 

 そうですね。 

 

（毎日新聞記者） 

 150 万円が 100 万円というのは、それぞれということでよろしいですか。1社が 2つ取って

もいい、ということですね。 

 

（市長） 

 はい、もちろん。 

 

（毎日新聞記者） 

 どちらの反応がいいとかあったのですか。ネゴシエーションとかで。つまり体育館と市民

球場で、どちらがより関心が高かったかとか。 

 

（市長） 

 それはどちらとも言えないと思います。 

 

（毎日新聞記者） 

選挙のことでよろしいですか。市民党と言われましたが、民主党系の市長としてご自身の

市長選の結果も踏まえつつ、今回の衆議院選の結果をどう分析されますか。 

 

（市長） 

 私自身の選挙を私自身が語るのは、本来あまりしたくはないのですが、どうしても過去の

経歴からそういうふうにご判断をされるケースは、たくさんあることは存じ上げております。

先ほど申しましたとおり、市長選挙への出馬を表明した日に党籍も外れ、まったくの市民党

でやるという中で、勝手連的に、と言えば語弊があるかもしれませんが、民主党関係者から

もご支援といったこともいただいた、と認識しております。振り返ってみても、決して党が

どうこうではなくて、市民の皆様の結集によって、私自身も今の立場をいただいていると実

感があります。あまり 3 月の市長選と今回の選挙を結びつけるということは、私自身なかな

か言葉として表現しづらいというか、そのような実態がないだけに、皆さんがそういった評
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価をされるのは自由だと思いますが、私自身は実感がなく、そして何とも言えないというこ

とでございます。 

 

（毎日新聞記者） 

 答えられないなら答えられないで結構なのですが、民主党サイドから選挙を手伝ってくれ

とか、支援してくれという要請はなかったのですか。 

 

（市長） 

 そういう要請は私のところへはありません。 

 

（読売新聞記者） 

 今回、民主党が躍進した理由はどんなところにあったと思われますか。 

 

（市長） 

 これは私自身というよりも、テレビ・新聞等でも評価されているところですが、決して民

主党がいいということだけではなくて、やはり自民党に対するいろいろな物事が重なって、

一度変えてみてはどうか、という大きな世論のうねりがあった結果であると。そのような評

価がされていて、私もそうかなというふうには思います。 

 

（中国新聞記者） 

 市長の経験としては短いかもしれませんが、また、自民党を批判しようと言っているわけ

ではないのですが、政治的な中で、自分の体験の中で、自治体を管理する上での改革が必要

であるとお考えですか。 

 

（市長） 

 これはどの党だからということではなくて、国等のしがらみがある中、改革が求められて

いる部分は変えていかなくてはいけないということで、市長としての仕事をしているわけで

す。そういった面で、地方分権がどれだけ進むかということは、当然ながら非常に関心があ

り、さらにはそれについて方向性に逆行するようなことがあれば、いろいろ物を言っていか

なければならないと思っております。 

 

（中国新聞記者） 

 市長連合に入る。 

 

（市長） 

 まあ、誘われていませんので。 

 

（総務課長補佐） 

 よろしいですか。では、以上で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。 


