
定例記者会見 

（平成 26 年 2月 27日実施） 

日時：平成 26 年 2月 27日（木曜日） 

10時 30 分～11時 15分 

場所：柳井市役所 4 階 401 会議室 

 

（政策企画課主査） 

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） 

おはようございます。本日も大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうござ

います。本日は大きく３点について、ご説明いたします。１点目は平成２６年度当初予

算について、２点目は３月７日に開催いたします議会定例会への議会提出予定の議案に

ついて、３点目は機構改革についてです。 

それでは、平成２６年度予算案についてご説明させていただきます。 

まず、予算編成方針についてですが、予算概要の冊子１ページにもお示ししておりま

す。私は、市長就任以来「市民と市長と気楽にトーク」などのありとあらゆる機会を通

じて、市民の皆様の生の声に耳を傾け、それを市政の中に反映させ、市民とともに実行

していく「市民参加型」の市政を進めて参りました。平成２６年度予算につきましても、

市民の皆様からいただきました貴重なご意見を踏まえつつ、実施計画の着実な遂行とあ

わせ、「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つの柱から成るローカル・マニフェスト「チャレンジ柳井２０１３」の具

現化を図る中で、教育・子育て環境の充実、雇用の確保と産業の振興、安心・安全なま

ちづくり等の各分野に細かく目配りをいたしました。また、私は、限られた財源の中で、

柳井の活力を高めていくためには、「市民と行政の協働のまちづくり」が極めて重要で

あると考えております。そうした中、平成２６年度予算におきましては、一層の「健康

づくり」を推進するため、市民、地域コミュニティとの協働で「にこにこ健康づくり推

進事業」を実施することとするなど、市民参加・参画型のソフト事業にも重点を置いた

ものとしております。また、財政面では、合併自治体に優遇されていた普通交付税が平

成２７年度から段階的に減額されることもあり、今後の財源不足にも対応し、持続性の

ある安定した行財政運営を行うためにも、地方債残高の抑制や基金の温存等も考慮の上、

限られた財源をいかに効率よく効果的な事業に配分していくかも念頭に置いて予算編

成を行っております。 

なお、平成２５年度当初予算は、予算編成時期に市長の任期が満了を迎える関係で、



政策的経費等を除いた骨格予算で編成しておりますので、説明の中での前年度対比につ

きましては、政策的経費等も計上した６月補正後の予算との対比で申し上げます。 

まず予算規模ですが、一般会計は１６３億７,２００万円で、前年度に比べ１億９,

２４０万５千円、１.２％の増となりました。これは、国民健康保険事業特別会計への

繰出金や地方債の元利償還金は減少しており

ますが、社会保障・税番号制度の導入に伴う

関連事業の実施等による物件費の増加や、鳴

門漁港海岸保全施設整備事業の工事着手や、

継続事業の武道館建設事業、江の浦ポンプ場

整備事業、平郡デイサービス職員宿舎整備事

業等の事業費の増加等による普通建設費の増

加、また、臨時福祉給付金給付事業、子育て

世帯臨時特例給付金給付事業の実施に伴う扶

助費が増加したことによるものです。 

特別会計の予算規模は、１１２億９,２３７

万４千円で、前年度に比べ２億５,８３９万３

千円、２.２％の減となりました。 

当初予算の推移をみてみますと、平成２４

年度以降、１６０億円を超える積極型予算と

なっております。また、合併以降２番目に高い予算規模となっております。 

次に、歳入の特徴ですが、市税は４５億４,９５０万３千円で、前年度に比べ１,３０

８万２千円、０.３％の減収を見込んでおります。地方消費税交付金は、３億８,０００

万円で、税率の引上げにより前年度に比べ８,０００万円、２６.７％の増加を見込んで

おります。うち税率の引上げ分は６,３００万円程度と試算しております。地方交付税

は、４８億１,０００万円で、国が示す地方財政計画や近年の配分実績等を勘案し、４，

０００万円、０．８％の減額を見込んでおります。市債は、１７億２８０万円で、前年

度に比べ１億３,０９０万円、８.３％増額しています。これは、継続事業で、合併特例

債や過疎対策債等を活用している武道館建設事業、江の浦ポンプ場整備事業、鳴門漁港

海岸保全施設整備事業などの事業費が増加したことによります。なお、市債１７億２８

０万円のうち、７億４,０００万円は臨時財政対策債です。国庫支出金は、社会保障・

税番号制度導入関連事業、臨時福祉給付金給付事業、子育て世帯臨時特例給付金給付事

業の実施に伴い大幅に増加しております。 

次に歳入の構成比率ですが、地方交付税、市税の占める割合が若干減少しております

が、先程申し上げました通り、国庫支出金を財源とする臨時福祉給付金給付事業費等の

増加や、市債を財源とする普通建設事業費が増加したことにより、国庫支出金、市債の

占める割合が増えております。また、その分繰入金の割合が減少しております。 



次に市税の推移ですが、２４年度までは決算額、２５年度は決算見込額で表しており

ます。２６年度見込みを２１年度と比較すると約５億４千万円程度減少しております。 

これは、固定資産税の償却資産が主な要因です。 

次に、歳出ですが、まず人件費については、職員給は減少しておりますが、定年退職

者の増に伴い退職手当が増加したことにより１．６％増加となりました。物件費は、社

会保障・税番号制度の導入に伴う関係システムの構築・改修経費や、にこにこ健康づく

り推進事業等を新たに計上したことにより、前年度に比べ７．８％増加しています。維

持補修費は、斎苑、大畠斎場の火葬炉設備の修繕経費に加え、斎苑の屋上防水修繕経費

を新たに計上したことにより、前年度に比べ１４．３％増加しています。普通建設事業

費は、鳴門漁港海岸保全施設整備工事費を新たに計上したほか、武道館建設工事費、江

の浦ポンプ場建設工事費、橋本橋架け替えに伴う県事業負担金等が増額となったことに

より、前年度に比べ２１．５％増加しています。公債費は、過去に借り入れた市債の一

部の償還が終了したことや市債発行を抑制してきたことにより、前年度に比べ３.１％

減少しています。繰出金は、市営駐車場事業特別会計に対する繰出金が皆減し、国民健

康保険事業特別会計繰出金が減額となったことにより、前年度に比べ９．５％減少して

います。 

次に歳出の構成比率ですが、繰出金、公債費等の比率が減少し、物件費、普通建設事

業費の占める割合が増加しております。 

続きまして一般会計に属する基金残高の推移ですが、２１年度から２４年度までは決

算額、２５年度は決算見込額で計上しております。財源不足を補うため、財政調整基金

の取崩しを１億６,７４６万９千円計上しました。結果、２６年度残高見込は１７億７

１２万２千円となっております。その他特定目的基金の取り崩し額の合計は、２億５９

１万円となり、残高は１５億６,５０６万６千円に減少しております。基金残高全体で

は、２５年度決算見込みに比べ、３億７,１０２万９千円の減少となっております。 

次に市債残高ですが、２１年度から２４年度までは決算額、２５年度は決算見込額で

計上しております。２６年度は、歳入でも説明いたしましたが、継続事業で、合併特例

債や過疎対策債等を活用している武道館建設事業、江の浦ポンプ場整備事業、鳴門漁港

海岸保全施設整備事業などの事業費が増加したことに伴い、前年度に比べ借入額が増加

しました。市債残高については、市債の償還額が借入額を上回っておりますので、減少

しております。 

次に、重点事業についてです。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」の具現化にかかる事業については重点事業として位置付けました。 

それでは、主な事業を、マニュフェストの３本の柱に分けて新規事業を中心に説明い

たします。 

まず、１つ目の柱であります、「すべては、ひとづくりから」です。これは、子ども・

教育環境の充実にかかわる事業です。 



子ども・子育て支援事業計画策定事業です。２７年度の子ども・子育て支援新制度開

始にあたり、２５年度に実施したニーズ調査を踏まえ、幼児期の学校教育・保育や地域

の子ども・子育て支援を総合的に推進するための計画を策定するものです。 

スクール・コミュニティ推進事業です。現在の学校支援ボランティアコーディネータ

ーの機能を高め、スクール・コミュニティ総合コーディネーターを配置するもので、学

校と地域住民が協働で教育活動を活性化していくことにより、学校を核としたひとづく

り、コミュニティづくりの推進を図るものです。 

柳井小学校屋内運動場改築事業です。２６年度においては、改築に伴う地質調査、基

本設計・実施設計を行います。 

新庄小学校外壁改修事業です。普通教室・特別教室棟の外壁改修工事を行います。 

中学校施設改善事業です。柳井西中学校給水設備改修や、柳井西中、南中の図書室の

空調設備整備等を行うものです。 

スポーツ推進計画策定事業です。柳井市スポーツ推進条例の制定に伴い、本市のスポ

ーツに関する施策の総合的、計画的な推進を図るため、計画を策定するものです。２５

年度にアンケート調査等を実施しましたが、２６年度は、計画書を作成します。 

武道館建設事業です。２５年度から建設に着手しておりますが、本体工事は本年９月

末に完成の予定です。１２月に完成式典を行い供用開始する予定です。 

次に、２つ目の柱であります「キーワードは医・職・住」の「医」です。医療・福祉

等の充実にかかる事業になります。 

救急告示病院運営費補助事業で

す。更なる救急医療にかかる運営

体制を確保するため、救急告示病

院である周東総合病院に対し、新

たに運営費補助金を１市４町で支

出するものです。事業費全体では

１，５７４万３千円ですが、４町

負担分を差し引くと柳井市負担分

は６１８万２千円となります。 

在宅医療推進事業です。住み慣

れた地域で安心して暮らし続ける

ことができるよう、在宅医療の体制整備を推進するため、柳井市在宅医療推進協議会の

開催や、外部講師を招へいし、地域住民を交えて在宅医療に関する話し合いを行うこと

としております。先日２２日に大畠地区で開催しましたが、２６年度は日積・伊陸地区

及び新庄・余田地区を予定しております。 

介護保険事業計画等策定事業です。介護保険制度の円滑な実施に関する総合的な計画

で、施設の整備計画や介護保険料等を定めます。２６年度は、３年を１期とする、第６



期、つまりは２７年度から２９年度の計画を策定するものです。 

緊急通報体制整備事業です。現在、高齢者世帯等を対象に緊急時の連絡や各種相談に

２４時間対応できるよう、緊急通報体制の整備を行っていますが、新たにひとり暮らし

の重度身体障害者等も対象者とし、障害者等に対しても病変や災害時の迅速な対応を図

ることができるよう体制を整備するものです。 

通所就労訓練支援事業です。就労移行支援事業所及び就労継続支援事業所に通所する

障害者の通所経費の一部を支援し、障害者の社会参加の促進、訓練意欲の向上を図るも

のです。 

平郡デイサービスセンター職員宿舎整備事業です。平郡島内での介護スタッフの確保

が困難となってきている中で、安定したサービスが提供できるよう、本土からの介護ス

タッフの長期的な確保を図るため、平郡デイサービス職員宿舎を整備するものです。２

５年度において実施設計が完了し、２６年度に建設工事を行うものです。 

にこにこ健康づくり推進事業です。正しい裏付けと、地域主体での運動継続により、

楽々で長続きする健康づくり、これをにこにこ健康づくりとして、市民の健康づくりを

支援する事業です。その皮切りとして、今年１月１１日に福岡大学身体活動研究所所長

で、同大学の教授田中宏暁先生にご協力をいただいて、スロージョギング講習会とにこ

にこ健康づくり講演会を開催しました。今後、スロージョギングを通じた健康づくりの

普及のためには、地域で声をかけあって取り組んでいくことが欠かせないと考えており

ます。事業の具体的な内容ですが、まず、地域での健康づくりにおける、健康づくり指

導員育成を行います。健康づくり大学と称して、田中先生をはじめ、各講師にご講義を

いただき、受講者が自ら学びながら、地域で貢献していただけるような内容といたしま

す。次に、高齢者の体力調査を行います。田中先生らが開発した心音測定装置により、

現在の運動機能を把握します。その測定により、機能低下が顕著な方には、ご本人の同

意を得て、より丁寧な運動指導を行います。最後に、各地域での指導を行います。先ほ

どの指導とは別に、一般の方も参加できる運動指導を行います。月に１度程度開催し、

なるべく多くの方、幅広い世代の方にご参加いただける日程、場所で開催したいと考え

ています。 

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。 

柳井市観光振興ビジョン策定事業です。新たな観光振興ビジョンを策定し、柳井市の

観光資源を活かした観光振興を一層推進します。 

観光振興対策事業です。スポーツ観光を推進するため、スポーツイベントの誘致等を

行います。２６年度は、「サザンセト・ロングライドｉｎやまぐち誘致委員会」への補

助を行います。 

中山間地域振興事業、労働振興対策事業、平郡特産農産物育成事業です。３年目を迎

える厚労省の委託事業である柳井市実践型地域雇用創造事業の波及効果を高めるため、



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、２６年度は、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、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。

具体的には、アドバイザーを派遣し、地区計画である「夢プラン」の作成支援を行い、

また、専門家講師を招へいし、実践型地域雇用創造セミナーを４回程度開催する予定と

しております。また、生産者の意識改革及び法人化の推進を図るため、新商品開発セミ

ナーへの参加や法人化に係る先進事例調査の実施に対する支援も行うこととしており

ます。 

農地情報公開システム整備事業、農地集積協力金交付事業、人・農地問題解決加速化

支援事業です。農業経営の効率化を進める担い手への農地集積・集約化をすすめるため

県単位で、農地の中間受け皿となる農地中間管理機構が設立されることとなりました。

機構への農地集約化を効果的に推進するため、農地基本台帳・電子地図システムの整備

や、機構に農地を貸し付けた場合に、地域や個々の出し手に対し協力金を支給するもの

です。また、人・農地プランの見直しを実施するとともに、農業経営の法人化を推進す

るため、集落営農法人化支援補助金を計上しております。 

ファームステイ研修受入事業です。明治大学農学部の学生が、市内の農家に宿泊して

農作業に従事し、農家の生活の実態に触れ、総合的に現実の農業や農村生活を体得し、

農業・農村問題を考え、経験を豊かにすることによって、今後の学習に役立てるファー

ムステイ研修事業、及び市内受入農家に対して支援するものです。 

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

等になります。 

ハザードマップ整備事業です。予測される災害の発生地点、被害の拡大範囲及び被害

程度、さらには避難経路、避難場所などの情報を地図化するもので、津波ハザードマッ

プ、高潮ハザードマップの整備を行います。 

婚活支援イベント事業です。近隣４町と共同で、婚活支援イベントを開催いたします。 

宮本雨水ポンプ場整備事業です。こちらは、宮本排水区の浸水対策として、老朽化し

た排水施設を宮本雨水ポンプ場として再構築するもので、２４年度から事業を開始し、

２６年度から３０年度にかけて建設工事を行うものです。 

港湾事業負担金です。県事業で実施している柳井港の改修事業等に対する負担金で、

平成２６年度はポートビルの建て替え工事も行われます。 

狭あい道路拡幅整備助成事業です。本市には道路幅員が４ｍに満たない市道が多く存

在しており、日常の通行はもちろん、緊急時、災害時の活動に支障をきたす恐れがあり

ます。そこで、狭あい道路の拡幅整備を市民の理解と協力のもとに促進するため、建築

を後退させて建築していただける場合には、その移転、撤去及び擁壁の設置に要する費

用の一部を助成するものです。 

鳴門漁港海岸保全施設整備事業です。高潮等から住民の生命財産を守るため、海岸保



全施設の整備を行うもので、護岸の嵩上げ、消波ブロックの設置を行います。２５年度

に事業を開始し、工事は２６年度から２９年度を予定しております。 

簡易水道改修事業です。平郡東簡易水道において、既存水源の水量が低下しており、

安定した水量を確保するために新たに水源開発を行うもので、取水浄水施設の整備や導

水管敷設工事等を行います。 

人口定住促進事業です。市内の空き家の有効利用を通してＵＪＩターンによる定住の

促進を図るため、現在、空き家バンク制度を実施しておりますが、２６年度は、空き家

の登録件数を増やすために、自治会に協力をお願いするとともに、ＵＪＩターン希望者

に情報提供するため、関係雑誌への掲載を予定しております。 

最後に、３つ目の柱の、「さらに開かれた市政へ」になります。 

議場映像音響設備改修事業です。議場の映像・音響設備を全面改修するもので、情報

提供の充実を図るとともに、デジタル化やケーブルテレビにも対応できるようにします。 

その他の主な事業といたしまして、臨時福祉給付金給付事業、子育て世帯臨時特例給

付金給付事業です。消費税率の引上げに伴う低所得者、子育て世帯に与える影響を緩和

するため暫定的・臨時的措置として給付金を支給するもので、事業費は、事務費を含み、

臨時福祉給付金給付事業が１億２,９３３万円、子育て世帯臨時特例給付金給付事業が

３,４０６万７千円です。財源は全額国庫支出金で措置されます。 

マイナンバー制度関連システム改修事業です。社会保障・税番号制度の導入にかかる

関係システムの整備を行います。 

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

事業につきましては予算概要に載せていますので、参考としてください。なお、新規事

業数は、２９事業となります。ちなみに、平成２５年度の新規事業は３６事業でござい

ました。 

最後になりますが、私は、冒頭で申し上げました「市民と行政の協働のまちづくり」

の重要性について、強く意識し

ております。「柳井で暮らす幸

せ」を実現・実感していただく

ために、今後もあらゆる機会を

通じて、市民の皆様の様々なお

声に耳を傾け、それを市政に反

映させ、市民とともに実行して

いく市民参加型の市政を一層進

めて参ります。そうした中で、

平成２６年度予算は、「“わたし

も一役”の市民参加加速予算」と名付けさせていただきたいと思います。新年度予算に

ついての説明は以上でございます。 



続きまして、３月７日に開会いたします平成２６年第１回柳井市議会定例会に提出い

たします議案についてご説明いたします。 

今回は、議案３０件、承認１件、同意６件及び報告２件についてご審議をいただきま

すが、主だったものについてご説明させていただきます。 

議案第２号の柳井市職員退職手当支給条例の一部改正についてです。本議案は、国家

公務員の退職手当制度に準じて、早期退職募集制度を導入し、定年前早期退職特例措置

の内容を拡充するなどするため、条例を改正するものであります。 

議案第１０号の工事請負変更契約の締結についてです。こちらは、柳井市武道館新築

（建築主体）工事について、昨年９月２４日に本契約を締結いたしましたが、杭打ち工

事において、７８か所のうち５か所に地中障害物があり、その除去に必要な経費を増額

して工事請負変更契約を締結するものであります。工期につきましては、当初の予定と

変わらず、本年９月３０日に完成の予定であります。 

同意の第２号から第７号までにつきましては、固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてです。 

以上が議案についての説明となります。 

続きまして、３点目の機構改革についてご説明させていただきます。 

本年４月１日から市の機構の一部を改編しますのでご報告いたします。市民福祉部の

健康増進課を保険年金課及び健康増進課に改編するとともに、併せて事務分掌の一部を

改正するものです。具体的には、現在の健康増進課が所掌しております国民健康保険事

務、後期高齢者医療保険事務、介護保険事業事務及び市民生活課が所掌しております国

民年金事務等を所管する課として保険年金課を設置し、各種保険事務及び年金事務の充

実を図ることとしております。また、健康づくりに関する事務、母子保健事務及び休日

夜間応急診療所や平郡診療所を含む地域医療に関する事務等を所管する課として健康

増進課を設置し、健康づくり・保健サービスの充実及び地域医療サービスの充実を図る

こととしております。なお、新たな健康増進課の場所としては、現保健センターに配置

することとなります。 

以上が、私からの説明となります。 

 

（政策企画課主査） 

それでは何かご質問等がございましたら、社名をいただいた上、順番にお願いいたし

ます。 

 

（朝日新聞社記者） 

予算の規模について、合併以降２番目に大きいとのことだが、一般会計においての話

なのか。 

 



（市長） 

はい、そうです。 

 

（朝日新聞社記者） 

重点新規事業であるにこにこ健康づくり推進事業は、国、県補助のない市単独の事業

になるのか。 

 

（市長） 

はい、おっしゃるとおりです。 

 

（朝日新聞社記者） 

 改めてになるが、事業を選択する際に、市長が心がけたことをお伺いしたい。 

 

（市長） 

 当然、実施計画等により計画的に行う事業、また、マニフェストの関係については優

先的、重点的に行っていこうということになります。 

 

（中国新聞社記者） 

予算の概要を見ると、平成２５年１月末の人口は３４，６９６人、平成２６年１月末

は３４，２２８人と減少し、個人市民税も減少すると見込んでおられる。柳井市は人口

減に歯止めがかかっていないが、そのことについて今後どのような対策をとられるのか。

また、法人市民税は、近い将来ルネサスも撤退をする訳で今後減少が見込まれる。その

ことについて、どのように受け止めておられるのか。 

 

（市長） 

１点目の人口減少については、柳井市特有というより全国の自治体が直面している課

題であります。その中身は自然減という要因が多くを占めており、子育て支援等を通じ

て子どもを産みやすい、育てやすい環境を整えることによって出生率を高めていこうと

いう努力していきたいと思います。また社会増減につきましては、柳井市の場合は大き

く減少しているという状況ではありませんが、やはりＵＪＩターンを含めて人口を増や

していく努力はしていきたいと思います。ただ、大きく言うと、人口を増やすというよ

りも人口が減少する中でその減少の幅ををいかに縮小していくかという努力をしてい

くという意味合いが非常に強いと思います。その中で、施設関係も含めて効率化を図っ

ていく、コンパクトにしていくという視点も非常に重要ではないかと思います。また、

ルネサスさんのお話もありました。来年が会社として示されている期限になりますが、

そうしたことも含めて、厚生労働省の委託を受けて何とか雇用を創出していこうという



努力、また、有効求人倍率も柳井地域としても県平均を上回り、リーマンショック以前

の水準に回復してきているという状況もありますから、そうした状況を今後も維持をし

ていくという中で、当然企業誘致についても引き続き鋭意努力していきたいと考えてお

ります。 

 

（政策企画課主査） 

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。 


