
2 人が輝く・夢が生まれる　瀬戸内のふれあい元気都市

 平成２８年度

当初予算
平成 28 年度予算が 3 月定例市議会で可決されました。
一般会計の予算額は 162 億 3,600 万円で、前年度に比べ
1 億 1,100 万円（0.7％）の減額となりました。
●問い合わせ　財政課　☎�２１１１内線４４０

一般会計予算の概要
予算編成方針
　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２０１３」の具現化を図るため、「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等へ向けた取組を加速化
する予算編成としました。

歳入
　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％ ) の増加を見込んでいます。
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　地方交付税は 46億 2,000 万円で、前年度に比べ、
2億 2,000 万円（4.5％）減少しています（地方財政計
画により試算）。
　市債は16億 5,340 万円で、合併特例債を活用した
合併地域振興基金積立事業を当初予算で計上したこと
などにより、前年度に比べ1億 6,880 万円（11.4％）
増加しています。
　そのほか前年度と比べ、国庫支出金及び県支出金は
それぞれの補助事業、交付金事業等の減少に伴い減少
しています。繰入金は財政調整基金繰入金の増により
増加しています。

歳出
　人件費は定年退職者が増えたことで退職手当が増加
したことなどにより、前年度に比べ1.6％増加してい
ます。

用語解説
▼自主財源…市が自主的に収入できる財源
▼依存財源…市独自で収入額を決められない財源
▼市税…市民税、固定資産税、たばこ税など
▼地方交付税…地方自治体の行政サービスが一定水準を確
保できるよう国から交付されるもの
▼国庫（県）支出金…市が行う事業に対して国や県から交付され
るもの

用語解説
▼人件費…職員等に勤労の対価として支払われる経費
▼扶助費…社会保障制度の一環として支給される経費
▼公債費…市債を返済するための経費
▼普通建設事業費…道路など社会資本整備に要する経費
▼補助費等…各種団体への助成金等に支払われる経費

歳入：162 億 3,600 万円 歳出（性質別）：162 億 3,600 万円
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重点事業
　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」の根幹をなす３つの柱「ひと
づくり」、「医・職・住」、「開かれた市政」は、重点事
業として優先的に取り組みます。

　　　　　　　～子ども・教育環境の充実～

新規　病後児保育事業　95 万円
平生町・田布施町と共同で実施します。

継続　小１プロブレム解消支援事業　270 万円
小学校入学時の学習環境の変化に伴う問題発生を未
然に防ぎ、保護者の不安やストレスを低減するため、
支援員『ぴか一

いち

サポーター』を配置します。

継続　スクール・コミュニティ推進事業　356 万円
総合コーディネーターを配置し、学校と住民が一体
となったひとづくり、コミュニティづくりを推進し
ます。また、やまぐち型地域連携教育推進事業を併
せて実施します。

継続　キャリア教育支援事業　15 万円
小中学生が将来、地元で就労することを促すため、
地域の仕事の魅力を学ぶ教育プログラムや起業家セ
ミナーを実施します。

新規　余田小学校建設事業　2 億 4,707 万円
管理特別教室棟既設校舎等の解体、建設工事等を実
施します。

新規　柳北小学校屋内運動場改修事業　2,396 万円
屋根、外壁を改修します。
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　補助費等は農地集積協力金交付事業費の減額などに
より、前年度に比べ 2.8％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。
　貸付金は土地開発公社貸付金を、前年度中に短期貸
付から長期貸付に変更したことなどにより、前年度に
比べ 41.4％減少しています。
　繰出金は国民健康保険事業特別会計に対する繰出金
は減少したものの、公共下水道事業特別会計に対す
る繰出金が増加したことなどにより、前年度に比べ
0.6％増加しています。

特別会計の概要
　特別会計の今年度予算額は 118 億 3,694 万 7千円
で、前年度当初予算に比べ1億9,601万2千円(1.7％ )
の増加となりました。

会計名 予算額（千円）対前年度比
（％）

一般会計 16,236,000 △ 0.7

特別会計 11,836,947 1.7

国民健康保険事業 5,295,056 2.6

港湾整備事業 48,799 △ 11.2

市有林野区事業 810 △ 60.0

市営駐車場事業 9,167 △ 6.1

簡易水道事業 541,271 △ 6.0

公共下水道事業 1,475,854 2.0

農業集落排水事業 275,367 △ 3.8

介護保険事業 3,588,441 2.7

後期高齢者医療事業 602,182 △ 1.5

一般会計 +特別会計 28,072,947 0.3

当初予算の
推移

※ 21・25 年度
は当初予算が
骨格予算のた
め、6月補正
後の金額

すべては、ひとづくりから



4 人が輝く・夢が生まれる　瀬戸内のふれあい元気都市

継続　大畠保育所防音事業　2,272 万円
保育棟の防音対策工事を実施します。

新規　社会福祉施設等整備費補助事業　1 億 23 万円
私立保育園の改築整備に係る費用を補助します。

新規　柳東児童クラブ施設整備事業　4,473 万円
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。	 	

継続　人材育成支援事業　56 万円
まちづくりのリーダーとなる人材育成を目的とした
講演会「柳井ひとづくりアカデミー」（３回を予定）を
開催します。	

継続　遊休地利活用推進事業　16 万円
旧柳井商業高校跡地の利活用について検討、協議し
ます。	

新規　弓道場建設事業　1,287 万円
測量、地質調査及び基本設計を実施します。	

継続　南浜テニスコート改修事業　1,600 万円
コート及び付随設備を改修します。

　　　　　　　　　～柳井の価値を高める～

継続　救急告示病院運営費補助事業　1,574 万円
柳井医療圏の救急医療体制を確保するため、１市４
町で救急告示病院に運営費の補助を行います。

継続　産科医等確保支援事業　260 万円
分娩取扱件数に応じた補助金を産科医療機関へ交付
し産科医・助産師の処遇改善を図ります。

継続　周産期医療支援事業補助事業　57 万円
柳井医療圏の周産期医療を担う総合病院産婦人科に
対し、１市４町で補助します。

継続　にこにこ健康づくり推進事業　1,680 万円
地域主体による楽で長続きする健康づくりを支援
し、推進員の育成、参加者への運動指導、高齢者の
体力調査を行います。
　

	 	

継続　地域ブランド認証事業　170 万円
本市の優れた地域資源を「柳井ブランド」として認証
し、その販売・流通を支援するとともに、情報発信
を行うことにより観光客の誘致につなげます。

継続　観光振興対策事業　1,199 万円
スポーツ観光を推進するため、スポーツイベント
（サザンセト・ロングライド等）を開催します。また、
地域おこし協力隊（観光振興協力隊）１名を配置し、
観光振興を推進します。

新規　清狂草堂屋根等修理補助事業　500 万円
清狂草堂の茅葺屋根ふき替えの補助を行います。

新規　広域連携観光宣伝事業　70 万円
柳井広域市町で連携し、観光宣伝を実施します。

継続　中山間地域振興事業
　　　・平郡特産農産物育成事業　762 万円　
平郡東地区のサツマイモの６次産業化を図り、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。２名の地域おこし協力隊員が駐在します。

継続　離島振興事業　231 万円
企業と離島地域が連携した特産品開発・販路開拓支
援等を行います。

継続　地産・地消推進事業　52 万円
柳井ファーマーズマーケット等を開催し、都市と農
村漁村の交流を促し、農水産業の活性化を図ります。

新規　農業インターンシップ事業　9 万円
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　水産多面的機能発揮対策事業　22 万円
アマモの移植等を行い、稚魚の育成場の維持・回復
を図ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　

継続　漁港機能保全事業　1 億 5,051 万円
老朽化した鳴門・柳井漁港施設等の長寿命化を図る
ため、補修・保全工事を行います。

継続　企業立地促進事業　2,000 万円
企業立地促進のための情報収集や意見交換等を実施
するとともに、新たに立地した事業所に対し、事業
所設置奨励金などを交付します。

キーワードは、「医・職・住」

医

職
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新規　企業立地関連基盤整備事業　900 万円
企業用地（南浜）へのインフラ整備（市道拡幅工事実
施設計等）を行い、企業立地を推進します。

	 	

継続　防災無線整備事業　5,297 万円
同報系防災行政無線の難聴地域を解消するため、子
局スピーカを増設します。

新規　消防機庫等施設整備事業　2,931 万円
伊陸分団２部の１班と２班の消防機庫等を統合し、
新たに整備します。阿月分団１部と２部の消防機庫
等を統合し、新たに整備します。

継続　空き家対策事業　545 万円
管理不全な空き家の解消を図るため、実態把握のた
めの調査委託等を行います。

継続　鳴門漁港海岸保全施設整備事業
　　　　　　　　　　　　　　  1 億 2,001 万円
高潮等から住民の生命財産を守るため、護岸のかさ
上げ、消波ブロックの設置を行います。

継続　宮本雨水ポンプ場整備事業　3 億 6,000 万円
宮本排水区の浸水対策として、老朽化した宮本雨水
ポンプ場を改築します（事業期間　平成２４年度～
平成３０年度）。

新規　柳北排水区計画策定事業　1,600 万円
築出・広瀬地区の浸水対策として、築出雨水ポンプ
場整備計画を策定します。

新規　広域消費生活相談窓口運営事業　441 万円
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します。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

継続　古開作線整備事業　1 億 6,800 万円
都市計画道路古開作線の道路整備に併せ、橋本橋を
建設（県事業負担金）します。

継続　姫田古市線道路改良事業　1 億 5,850 万円
道路拡幅等により、サンビームやないからバタフラ
イアリーナまでの安全性の向上を図ります。　

新規　広域農道柳井大畠線開通記念事業　30 万円
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。

継続　生活交通活性化対策事業　116 万円
日積地区の予約制乗合タクシー運行を支援します。

新規　新庄公民館建設事業　1 億 9,224 万円
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　余田公民館建設事業　4,842 万円
余田小学校管理特別教室棟建替えに併せて、公民館
を建設します。

継続　人口定住促進事業　383 万円
移住コーディネーターを配置し、空き家バンク制度、
空き家改修補助金等を活用し、UJI ターン者の定住
を図ります。

　　　　　　～オープンガバメントの推進～

新規　議会本会議生放送実施事業　100 万円
議会本会議を生放送するため、民間ケーブルテレビ
局に中継を委託します。

継続　総合計画策定事業　158 万円
本市のまちづくりの指針となる第２次柳井市総合計
画を総合計画審議会や市民懇談会などで、市民の皆
さまの意見を取り入れながら、策定します。

継続　市民と市長と気楽にトーク開催事業　3 万円
市長が各地区に出向いて、市民の皆さまと市政につ
いて意見交換します。

継続　市民活動支援事業　698 万円
ボランティア団体やＮＰＯなどの市民活動を支援
し、市民の皆さまと行政との協働のまちづくりを推
進します。　

継続　臨時福祉給付金給付事業　4,690 万円
消費税率の引上げによる低所得者への影響緩和のた
めの給付を引き続き行います。

継続　ふるさと納税推進事業　462 万円
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、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。　　

住

さらに開かれた市政へ

その他




