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平成３１年度 柳井市当初予算

一般会計の概要
　今年度の予算規模は 159億1,200

万円で、前年度当初予算（161億7,400

万円）に比べ、2億6,200万円減少し

ています（△1.6％）。人件費、補助費等、

積立金、災害復旧事業費等は増加しま

したが、物件費、維持補修費、繰出金、

普通建設事業費等は減少しています。

歳入の状況
　市税は47億1,051 万円で、前年度

（45 億7,072万7千円）に比べ、1 億

3,978万3 千円（3.1％）の増加を見込ん

でいます。これは市民税は減少を見込

んでいますが、固定資産税、市たばこ

税等は増加を見込んだことが要因です。

　地方交付税は４４億4,000 万円で前

年度（44億7,000万円）に比べ、3,000

万円（0.7％）の減少を見込んでいます。

これは地方財政計画等により試算して

います。

　市債は 12億4,310万円で前年度（17

億 870万円）に比べ、4億6,560万円

（27.2％）減少しています。これは柳井

商業高等学校跡地整備事業の建設事業

費等の減少に伴うものです。

　その他、前年度と比べ国庫支出金、

県支出金は、それぞれの補助事業、交

付金事業等の増に伴い増加しています。

繰入金は財政調整基金繰入金の減等に

より、諸収入は基幹系電算システムデー

タ移行経費負担金の皆減等により減少

しています。

歳出の状況
　人件費は定年退職者数の増に伴い退

職手当が増加したことなどにより、前

年度に比べ 2.4％増加しています。

　物件費は基幹系電算システムの更新

に伴う経費の減少などにより、前年度

に比べ 3.9％減少しています。

　扶助費（社会保障費）はプレミアム付

商品券事業費を新たに加えたことや、

幼児教育無償化を踏まえた子どものた

めの教育・保育給付に係る私立保育所

運営費の増加などにより、前年度に比

べ 0.3％増加しています。

　補助費等はサテライトオフィス誘致

推進補助金や離島航路補助金が増加し

たことなどにより、前年度に比べ 2.8％

増加しています。

　普通建設事業費は柳井商業高等学

校跡地整備事業費や古開作線整備事

業費の減少などにより、前年度に比べ

19.6％減少しています。

　災害復旧事業費は平成３０年災土木

施設災害復旧工事費の増加などによ

り、前年度に比べ 732.0％増加してい

ます。

　繰出金は簡易水道事業特別会計への

繰出金は増加しましたが、公共下水道

事業特別会計、農業集落排水事業特別

会計への繰出金が減少となったことな

どにより、前年度に比べ 0.7％減少し

ています。
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平成３１年度の予算編成では、実施計画の着実な遂行を前提としつつも、既存事業の

見直し等の検討を図りました。柳井商業高等学校跡地を利活用するプロジェクトを推

進する一方、引き続き、教育の充実、子育て支援、産業振興、高齢者支援、防災対策

などを重点的に取り組みます。

●問い合わせ　財政課　☎�２１１１内線441

住民主体の取組を更に積み重ねる年に

一般会計予算額の推移

※２５年度・２９年度は当初が骨格予算のため６月補正後の金額
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区　分
予算額（千円） 増減率

（％）平成３１年度 平成３０年度

一般会計 15,912,000 16,174,000 △ 1.6

特別会計 10,322,179 10,462,011 △ 1.3

国民健康保険事業 4,262,241 4,368,046 △ 2.4

市有林野区事業 761 899 △ 15.4

市営駐車場事業 4,732 6,498 △ 27.2

簡易水道事業 85,615 89,263 △ 4.1

公共下水道事業 1,366,740 1,355,766 0.8

農業集落排水事業 310,503 277,153 12.0

介護保険事業 3,665,633 3,712,716 △ 1.3

後期高齢者医療事業 625,954 651,670 △ 3.9

一般会計 + 特別会計 26,234,179 26,636,011 △ 1.5
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19億3,368万1千円

12億9,072万円
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特別会計の概要
　特別会計とは国民健康保険や公共下

水道事業など特定の事業のために、一

般会計とは別に保険料や使用料など

の特定の収入で運営する会計のことで

す。今年度の予算規模は103億2,217

万9千円で、前年度当初予算（104 億

6,201万1千円）に比べ、1億3,983万

2千円減少しています（△1.3％）。これ

は公共下水道事業特別会計、農業集落

排水事業特別会計は増加しましたが、

国民健康保険事業特別会計、介護保険

事業特別会計、後期高齢者医療事業特

別会計等が減少したためです。

一般会計歳出
（性質別グラフ）

一般会計歳入

◀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
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  これからの自治体経営

中山間地域振興事業　887 万円

平郡島への地域おこし協力隊員の配置
地域の夢プランの策定、実現活動への補助
新規：伊陸地区への集落支援員の配置

新規 学習等供用会館空調設備改修事業  513 万円

石神学習等供用会館の空調設備改修

市民と市長と気楽にトーク開催事業　1 万円

市民と市長による懇談会の開催

人材育成支援事業　30 万円

「柳井ひとづくりアカデミー」の開催

人口定住促進事業　347 万円

柳井市まち・ひと・しごと創生総合戦略の進行管理、
移住担当職員の配置、空き家改修費等の補助、
市有地等の活用による子育て世代への住宅建築費助成

  人権・子育て・教育

子育て世代包括支援センター事業   530 万円

妊娠・出産・子育てに関する包括的な支援の提供

民間保育サービス施設利用者保育料助成事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　 216 万円

民間保育サービス施設利用者への保育料助成

病児保育事業  120 万円

病児・病後児保育事業の負担金

新規 保育士トライアル雇用事業  9 万円

潜在保育士への再就労の支援

子どものための教育・保育給付事業
                                             7 億 2,717 万円

幼児教育無償化を踏まえた私立保育所運営費等

子ども医療費助成事業  3,000 万円

小学校６年生まで（入院は中学生まで）の医療費助成

新規 家庭教育支援事業  9 万円

地域の人材を活用した家庭教育の支援

柳井商業高等学校跡地整備事業  3,657 万円

防球ネット改修等工事及び既存施設の維持管理等

スクール・コミュニティ推進事業  140 万円

学校と住民が一体となったひとづくり、コミュニティづ
くりの推進

奨学金貸付事業  2,001 万円

「定住促進奨学金」の拡充と「人材確保奨学金」の創設

日積小学校改築事業  1,486 万円

管理特別教室棟の改築に伴う外構整備等

伊陸小学校改築事業  2 億 1,880 万円

管理特別教室棟の改築工事

伊陸公民館改築事業  2,993 万円

施設の改築工事等

新規 南浜スポーツゾーン照明設備改修事業
                                            1 億 1,705 万円

グラウンド、テニスコートの照明設備の改修工事

平成３１年度 主な事業
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  安全・都市基盤

防災訓練事業  14 万円

自治会長、自主防災組織を対象とした防災研修会の開催

自主防災組織育成事業  40 万円

自主防災組織への助成

鳴門漁港海岸保全施設整備事業   1 億 2,000 万円

鳴門漁港海岸（大畠天神地区）の高潮対策工事

 
新規 都市下水路施設老朽化対策事業  500 万円

田布路木雨水ポンプ場のストックマネジメント計画策定

新規 下水道施設老朽化対策事業  2,500 万円

公共下水道施設のストックマネジメント計画策定
（公共下水道事業会計）

 
東土穂石雨水ポンプ場整備事業  2 億 6,000 万円

東土穂石雨水ポンプ場の建設工事
（公共下水道事業会計）

新規 住宅・建築物アスベスト改修事業  25 万円

住宅・建築物のアスベスト含有調査に要する費用の補助

空き家対策事業  274 万円

老朽危険空き家の除却に要する費用の補助等

社会資本整備総合交付金事業  6,600 万円

社会資本整備総合交付金を活用した市道改良
宮本水口線、堺原１号線等

橋りょう長寿命化事業  8,018 万円

柳井市橋りょう長寿命化修繕計画に基づく修繕等

 
古開作線整備事業  1 億 2,200 万円

橋本橋建設（県事業）負担金、古開作線街路本体工事

  健康・福祉

にこにこ健康づくり推進事業　498 万円

運動を中心とした地域ぐるみでの健康づくりの推進

救急医療対策事業  4,180 万円

救急医療施設への運営費の補助等

救急告示病院運営費補助事業  1,574 万円

救急告示病院に対する運営費の補助

新規 救急安心センター事業　47 万円

山口県救急安心センター事業の負担金

産科医等確保支援事業  260 万円

産科医等の処遇改善への補助

周産期医療支援事業補助事業  60 万円

柳井医療圏の周産期医療を担う総合病院産婦人科への
人的支援に対する補助

平郡診療所施設整備事業  6,421 万円

平郡診療所の建築工事等

新規 平郡診療所設備整備事業  385 万円

平郡診療所の医療機器の整備・更新

高齢者福祉タクシー利用助成事業  906 万円

タクシー利用の基本料金の助成

緊急通報体制整備事業  664 万円

高齢者緊急通報体制の整備

新規 介護保険事業計画等策定事業  242 万円

高齢者福祉計画及び第８期介護保険事業計画の策定に
係るアンケート調査の実施
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東部高速交通体系整備促進事業  13 万円

県東部高速交通体系の整備促進（国道１８８号柳井平生バ
イパス等）

 
岩国柳井間バイパス建設促進事業  10 万円

岩国柳井間バイパスの整備促進（国道１８８号岩国南
バイパスの南伸等）

 
古開作中央線道路施設リニューアル事業
　　　　　　　　　　　　　  　　   5,800 万円

中央歩道橋、柳井駅南北地下道の補修工事等

新規 街路施設長寿命化対策事業  295 万円

柳井駅前・柳井港駅前駐輪場の機能点検、診断、補修設計

新規 柳井市地域公共交通網形成計画策定事業
                                                     464 万円

柳井市地域公共交通網形成計画の策定

 
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業 　  
　 　　　　　　　　　　　　  　　   6,602 万円

JR西日本の柳井駅バリアフリー化設備等整備等への補助

 
新規 下水道使用料一括徴収事業  860 万円

下水道使用料と水道料金の一括徴収の実施
（公共下水道事業会計）

 
新規 農業集落排水事業使用料一括徴収事業  
                                                     301 万円

農業集落排水事業使用料と水道料金の一括徴収の実施
（農業集落排水事業会計）

 

  観光・産業・文化

　  
地域ブランド認証事業　100 万円

柳井ブランドの認証、情報発信等

観光振興対策事業　853 万円

「２０１9サザンセトロングライド in やまぐち」運営補助等

新規 森林経営管理事業  472 万円

将来的な森林整備の実施に備えての基金の創設

 
新規 ため池等整備事業  350 万円

老朽危険ため池の整備

 
漁港機能保全事業  2 億 3 万円

漁港機能保全計画に基づく補修等保全工事

創業等支援事業　150 万円

市内新規創業者、駅北地区新規出店者への初期投資経
費の補助

 
企業立地促進事業  3,103 万円

事業所設置奨励金、雇用奨励金、サテライトオフィス誘
致推進補助金

 
新規 移住就業支援事業  200 万円

東京２３区からのUIJターン者に対して、就労を条件に移住
に要する経費等の一部を給付

サンビームやない設備改修事業  3,803 万円

舞台機構設備及び音響設備の改修

  その他

 
新規 プレミアム付商品券事業  5,669 万円

住民税非課税者、子育て世帯を対象としたプレミアム付
商品券の販売

 

平成３１年度 主な事業


