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定例記者会見 

（平成 24 年 2 月 29日実施） 

日時：平成 24 年 2月 29日（水曜日） 

10時 30 分～11 時 18 分 

場所：柳井市役所 4 階 401 会議室 

 

（政策企画課長） 

それでは、只今から定例記者会見を開催いたします。 

本日の議題でございますが、１点目は議案等の概要、２点目は平成２４年度柳井市一

般会計予算、３点目が東日本大震災被災団体への長期職員派遣についてです。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。本日もお忙しい中、定例記者会見にお集まりいただきましてあ

りがとうございます。本日は３月８日に開会いたします、３月市議会定例会に先立ちま

して議案等の説明をさせていただきます。３月議会でございますが、議案３５件及び報

告２件についてご審議をいただく予定でございます。その議案の中でも主だったもの、

まずは議案第１号になります柳井市都市農村交流施設条例の制定についてです。こちら

は日積地区に来年４月のオープンを目指して、設置を目指しております、柳井市都市農

村交流施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものでございます。また、その

他の議案ですが、特に皆様関心がお有りなのは、一般会計予算についてであろうかと思

います。まず、平成２４年度予算（案）につきまして、ご説明させていただきます。 

まず、予算編成方針は、予算概要の１ページにお示ししておりますが、私の市長任期

の最終年度となりますので、「柳井で暮らす幸せ」を実現するための仕上げの予算とし

ておりまして、政策的経費において対前年度比の枠に捉われず、「市民と市長と気楽に

トーク」等でいただいた市民の皆様の生の声や現場の声に耳を傾け、自由な発想の下、

編成を行いました。 

その結果、防災行政無線の整備等の防災減災対策や住宅リフォーム助成制度等による

地域の厳しい経済・雇用情勢への対応などについて、積極的かつ着実な投資を行うこと

といたしました。また、都市農村交流施設の整備、柳北小学校の建設に加えまして、懸

案となっておりました武道館の建設等の大型事業についても着手することを決断いた

しました。 

とりわけ私のマニフェスト「柳井ニューディール～８つの約束～」の根幹をなす３つ

の基本政策目標「新たな雇用の創出」、「がんばる市民を応援」、「将来にツケを回さない

ための未来への投資」については、重点事業として具体性を持たせ、きめ細かく各種事
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業を計上させていただいております。 

また、より一層の地方の自立が求められる中で、

市民の皆様に、市政及び地域コミュニティの中で

様々な課題解決に今日まで主体的な役割を担って

いただける地域社会の実現を目指して参りました。

ＮＰＯやボランティアによる東日本大震災復旧・

復興活動での活躍などをきっかけといたしまして

自発的な市民の力が「新しい公共」として重視さ

れるようになってきております。 

そこで、地域コミュニティの拠点整備に加えま

して、市民活動支援センターの設置、健康マイレ

ージ制度の創設、柳井ひとづくりアカデミーの拡

充開催などにも取り組みまして、市民参加という

ものをさらに進めまして、その中から尐なくない

市民の方々が自ら率先垂範し、まちづくりに係わ

る、携わる「市民先導型」の地域社会の推進へ向けて積極果敢に歩を進める予算といた

しております。 

それでは新年度予算の概要ですが、一般会計の予算規模は１６４億６，７００万円で、

前年度当初予算に比べ９億６，０００万円、６．２％増の積極型予算となっております。 

これは、都市農村交流施設整備事業、柳北小学校建設事業、防災行政無線整備事業な

どの工事着工によりまして普通建設費が大幅に増加したためでございます。 

なお、予算規模ですが、平成１６年度の合併以降では最大規模でございまして、増加

額、伸び率も過去最高を更新し、平成２１年度の当初予算から３年連続で増額になって

おります。 

特別会計の予算規模は、１０３億７，６１１万円で、前年度予算との比較では１億５，

７８４万円の増となっております。 

これは、公共下水道事業特別会計ではポンプ場建設が終了したことにより減額となっ

ておりますが、国民健康保険事業、介護保険事業の両特別会計が増額となったことによ

るものです。 

グラフでございますけれども、下が一般会計で、上が特別会計の推移となっておりま

す。 

次に、歳入の特徴でございますが、市税は４５億２，２４６万円で、前の年に比べ２

億３，３２８万円、率にいたしますと４．９％の減収を見込んでおります。これは景気

の足踏み状態の影響によりまして、市民税が５，１８０万円減尐したこと、さらに評価

替えや毎年減尐傾向にある償却資産の影響によりまして、固定資産税が前年度より１億

７，７４１万円減尐すると見込んだことによるものです。 



 3 / 12 

 

地方交付税は、近年の配分実績等を勘案いたしまして、２億４，０００万円、５．２％

の増額を見込んでおります。 

市債は、前年度に比べ６億１，６４０万円、５０．８％と大幅な増額となっておりま

す。これは、都市農村交流施設整備事業などに合併特例債を積極的に活用したことによ

るものです。なお、市債１８億３，０００万円のうち、７億円は臨時財政対策債でござ

います。 

また、２４年度末の市債残高ですが、約５，５００万円増えまして、約１８７億円と

見込んでおります。 

国庫支出金は、子ども手当負担金の減額等により減尐し、県支出金は、保育所や児童

クラブの整備事業補助金の増額によりまして、繰入金は、建設事業の増加に対応するた

めに積極的な基金の取り崩し、繰り入れを行ったことにより増額となっております。 

なお、歳出から歳入を差し引いた財源不足につきましては、財政調整基金から３億２，

４７８万円、その他公共施設整備基金など合わせて５億８，０００万円を繰り入れるこ

とで対応いたしました。なお、年度末の財政調整基金の残高は、１３億円程度、その他

特目基金を合わせまして約３１億円を見込んでおります。 

次に、歳出の特徴でございますが、人件費は、地方議員年金制度の廃止の影響により

まして、昨年度は共済給付費負担金が増加したものが今年度は減尐する見込みによりま

して、１．８％減額となっております。 

扶助費でございますが、子ども手当支給額が大幅に減尐した一方で、障害者自立支援

法に係る給付費が増加したことから、ほぼ前年並みとなっております。 

普通建設事業費は、都市農村交流施設の建設工事着工や防災行政無線整備事業などの

新規事業の着手、継続事業の柳北小学校建設事業費の増額によりまして、前年度に比べ

１１億７，８７０万円、比率で１５８．９％と大幅に増額となっております。 

積立金は、ここ２年間積み立てて参りました合併地域振興基金の積み立てを見合わせ

たことにより、減額となっております。 

繰出金は、国民健康保険事業会計において、保険税額の急激な上昇を抑制するために、

財源不足分に対して繰出しを行ったことにより、１１．７％増加しております。 

次に、重点事業でございますが、柳井ニューディールの３つの基本政策であります、

新たな雇用の創出、頑張る市民を応援、未来への投資を重点事業とし、さらに教育の充

実や安全安心のまちづくりなど市民生活に直結した事業を最優先で実施いたします。 

まず「新たな雇用の創出」でございますが、柳井地域は厳しい雇用情勢が続いており

ますので、本市が将来にわたって持続可能な地域経営を進めるためには、雇用の創出に

取り組むことが最重要課題となっております。 

雇用の創出につきましては、現在、国の実践型地域雇用創造事業の採択に向けまして、

柳井市雇用創造協議会を組織し、事業構想に着手しておりますが、農業等の産業の振興

や、観光交流等により雇用の創出を目指して参ります。 
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主な事業といたしまして、都市農村交流施設整備事業がございます。 

これは、旧大里小学校の廃校に伴い、懸案事業でございました柳井市都市農村交流施

設の建設工事にいよいよ着手するものです。 

場所は、日積地区の旧大里小学校跡地、約７，２００㎡に、中山間地域の農業振興と

都市と農村の交流を図るとともに、市の観光情報も発信する機能を併せ持つ施設で、地

元のコミュニティ協議会に準備委員会を立ち上げていただき、施設のあり方などについ

て、市民と行政が意見をこの間交わしてきたことによりまして、相互の協働により生ま

れたコンセプト「よりあいどころ」を実現する施設としております。 

具体的には、農林水産物直売所と地元の方々が運営する農家レストラン、加工室、情

報コーナーを備えた「本館棟」と調理実習室や大会議室を備えた「体験交流棟」を建設

いたしまして、その間には、「トイレ棟」と「よりあい広場」を配置し、市内外の人が

交流できる施設といたします。 

また建物の外観は、旧大里小学校をイメージできる木目調の壁とし周囲の景観に馴染

むものに仕上げる予定です。 

施設の規模は約１，０００㎡、今年度の事業費は３億２，６３６万円で、合併特例債

を活用いたします。 

なお、施設の建設に合わせまして、農業の６次産業化や新規就農希望者の支援など、

新規に、農産物加工育成支援事業２２０万円、新規就農支援事業８０２万円、農業担い

手組織育成事業５４４万円等も実施いたします。 

次に、柳井地区広域行政連絡事業は、今年度、新たな取り組みといたしまして、柳井

市と周辺４町で初の共同事業となりますが、平成２４年度中に開港が予定されておりま

す岩国錦帯橋空港の利用促進と首都圏からの観光客等の誘致を目的に、広域観光パンフ

レットとポスターを作成いたします。事業費は４７２万円でございます。 

また県東部を中心とした行政、経済界、観光団体等で組織する利用促進協議会にも引

き続き参加いたします。 

 地域ブランド認証事業ですが、本市の優れた地域資源を「柳井ブランド」として認証

し、その販売支援と情報発信により観光客の誘致につなげるものでございます。今年度

は、ブランドマークの商標登録を行うこととしています。事業費は、７０５万円です。 

 その他、柳井ファーマーズマーケットやルーラルフェスタなどのイベントを通じて、

農林水産業の活性化をめざして参ります。 

次に、障がい者就労支援ジョブコーチ育成事業でございます。これは、私のマニフェ

ストにも謳っておりますが、障がい者の方々の就労を支援するために、生涯福祉サービ

ス事業者を対象に、ジョブコーチの育成に係る費用を新たに補助いたします。事業費は

５５万円でございます。 

次に、頑張る市民を応援する重点事業ですが、市民の自主的活動を応援するために、

新たに市民活動支援センターを整備いたします。センターの整備により、ボランティア
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活動やＮＰＯなどの市民活動を支援させていただくとともに、市民参加による市民と行

政との協働のまちづくりをさらに推進して参ります。 

本年１０月のオープンを目指しており、事業費は８７５万円です。 

 自治会の防犯灯設置補助金についても拡充して参ります。 

次に、市民の生活を応援するために、住宅リフォーム助成事業を実施いたします。こ

れは市民の皆様の住宅リフォーム費用の一部を、具体的には費用の１０分の１、上限は

１０万円ですが、市が助成することにより、住宅リフォームの需要を喚起し、経済対策

につなげようとするものです。事業費は、５００万円です。 

市民の子育てを応援するために、余田保育園の園舎改築費用につきまして、県と市で

補助いたします。事業費は９，７５３万円です。 

またこちらは、懸案となっておりました柳井児童クラブを、柳井小学校敷地内に整備

し、待機児童の解消を目指します。さらに今年度は、現在、小学校の統合が準備されて

おりますけれども、統合に合わせ、現在の鳴門小学校敷地内に、大畠児童クラブを建設

いたします。事業費は双方合わせまして、８，３４０万円でございます。 

次に国保会計ですが、保険税収入が年々減尐する一方、保険給付費等は増額を続けて

おります。平成２３年度は基金を取り崩すことにより何とか収支を保てますが、基金残

高は大幅に減尐することになります。 

国保会計の収支は、今申し上げたとおり急速に悪化しておりまして、このままでは平

成２４年度以降は大幅な赤字になることが予想されます。 

現在、医療制度改革の論議が継続中であり、はっきりとした見通しは立っていません

が、当面の収支改善対策といたしまして、保険税の税率改定と併せて一般会計からの繰

入れを行うことといたしました。 

今年度の繰入額は２億円でございますが、この繰入れによりまして収支不足見込み額

の約６５％程度の改善が図られ、税率改定の上げ幅を抑制し、被保険者の皆様の負担軽

減につながるものとなります。 

さらに、平成２３年度に「柳井市健康づくり計画」を策定いたしますが、その計画の

具体的施策の一つといたしまして、市民の皆様に、より健康に関心を持っていただき、

健康づくりを実践されるきっかけとして健康マイレージ制度を始めます。健康関連のイ

ベントの参加や健康づくりの実践をポイント化するというものです。平成２４年度の事

業費は１２９万円でございます。 

また、多くの方々が集まる公民館などの公共施設へのＡＥＤの設置を進めて参ります。

２０台の設置を予定しておりまして、事業費は４４０万円です。 

最後に、未来への投資ということで、将来を担う人材を育成するために、教育環境の

充実に努めて参ります。 

柳北小学校の改築ですが、平成２２年度からの継続事業で、平成２４年度は最終年度

となります。普通教室棟を建設いたしますが、事業費は、４億３，３５８円を予定して
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います。 

柳北小学校の改築ですが、平成２２年度からの継続

事業で、平成２４年度は最終年度となります。普通教

室棟を建設いたしますが、事業費は、４億３，３５８

円を予定しています。 

また、小学校施設改善事業では、日積小学校の屋内

運動場の耐震補強改修工事や鳴門小学校の施設改修

工事等を実施します。 

次に、市民の安心・安全を確保するために、防災行

政無線整備に本格着手いたします。現在の防災行政無

線は老朽化しておりますので、新たにデジタル化した

防災行政無線を整備し、防災情報をより広範かつ迅

速・正確に伝達しようとするものです。 

事業の内容でございますが、現在の屋外サイレン・

スピーカー２７箇所を３８箇所に増やし、市内全域で

できるかぎり聞こえるようにして参りたいと思います。 

さらに、公共施設や福祉施設など１００箇所に戸別受信機を設置して、室内でも災害

情報が聞き取れるようにして参ります。今年度の事業費は、約１億円で、総事業費は約

３億６，０００万円を見込んでおります。 

次に、柳東地区の大田川排水区の浸水対策といたしまして、新たにポンプ場を整備い

たします。平成２４年度は実施設計業務委託料として、１，９５８万円を計上しており

ます。 

災害時の避難所となる柳井市体育館の耐震化と長寿命化に必要な施設改修を行いま

す。２４年度は、実施設計を行い、２５年度以降に改修工事に入ります。 

また、平郡東公民館についても耐震補強設計業務を行い、さらに阿月公民館の外壁改

修も実施いたします。 

次に利用者の皆さんからのご要望の強い柳井まちなか駐車場ですが、隣接の旧商工会

議所跡地の市有地まで面積を拡大いたしまして、さらに区画線を広くして停め易くする

と共に、駐車台数も現行の３５台に加えて２０台程度増やします。事業費は、２，００

０万円でございます。 

併せてまちなか駐車場前に交差点改良も実施いたします。事業費は、１，５００万円

です。 

最後に、長年の懸案となっておりました武道館の建設でございます。現在の武道館は、

昭和４８年に供用開始され既に３８年が経過し、雤漏りなど建物全体の傷みが著しく建

替えが求められておりました。また合併後の新市建設計画におきましても主要施策の一

つとして掲げられておりまして、その整備が待望されていたという状況がございました。 
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こうしたことから、本年、基本構想策定業務を発注いたしまして、合理的な建設の位

置や規模等がまとまって参りましたので、２４年度は建設予定地の地質、測量調査や基

本実施設計に着手いたします。 

その建設予定場所ですが、南浜のビジコム柳井スタジアム東側の駐車場に建設いたし

まして、球場やテニスコート、市民グラウンドなどスポーツ施設を集約し、ご利用して

いただく方々の利便性や管理の集約化を図ろうとするものでございます。 

 以上、重点事業についてご説明させていただきましたが、この外の重点事業につきま

しては予算概要の１３ページから１５ページに、さらに基本構想の体系に基づく主な事

業につきましては１８ページから３５ページに、掲載させていただいておりますので、

ご参考にしていただければと思います。 

 なお、平成２４年度新規事業数ですが、３４事業でございます。  

 最後に、大変厳しい財政状況にありますが、私にとりましては冒頭申し上げましたと

おり、任期最後の年の予算でもございますので、市長として責任を持って編成作業にあ

たって参りました。 

私はこれまで、平成２２年度予算は「未来投資型予算」、２３年度は「着実実行実感

予算」と名付けさせていただきましたが、平成２４年度予算は「積極果敢予算」と名付

けさせていただき、「柳井で暮らす幸せ」を実現させていただくために、引き続き力強

く邁進して参りたいと思っております。 

以上で、新年度予算について説明を終わらせていただきます。 

さらにもうひとつ、東日本大震災被災団体への長期職員派遣について説明をさせていた

だきます。 

東日本大震災の後、被災市町村への人的支援は継続的に行われ、本市も職員を派遣して

まいりました。本格的な復旧復興に係る事務量が増大し、それに対応するための職員が不

足しているという実態があることから、平成２３年１２月２１日付けで総務省から各都道

府県に平成２４年度における被災市町村への職員派遣の依頼がありまして、平成２３年１

２月２２日付けで山口県地域振興部市町課を通じて県内市町に派遣の依頼がありました。

平成２４年１月４日に職員に対して派遣の募集を行いましたところ、１名の応募がござい

ましたので、平成２４年１月１３日、派遣を取りまとめる全国市長会に山口県市長会を通

じて派遣可能の回答をいたしました。この後、平成２４年１月２５日、派遣先となる宮城

県亘理町（わたりちょう）と宮城県市町課から連絡をいただきまして、平成２４年４月１

日からの職員派遣に向けて協議をしているところでございます。 

 まず、私からは以上です。 

 

（政策企画課長） 

それでは、なにかご質問等ございましたら、お願いします。 
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（朝日新聞社記者） 

市債のうち合併特例債がいくらで、臨時財政対策債がどれくらいか。 

 

（財政課長） 

市債ですが、１８億３千５百９０万円ありますが、合併特例債が９億９千３百９０万

円、臨時財政対策債が７億円、残りが一般債です。 

 

（朝日新聞社記者） 

市債が６億１千万円を大幅に増加するのに残高があまり増えないのは何故か。 

 

（財政課長） 

 それ以上に償還を行っているということです。 

 

（朝日新聞社記者） 

歳出の公債費は減っているが、２．１％。 

 

（財政課主査） 

据置期間というものがありまして、借り入れて最長で５年、借りる起債によって期間

は違うが、据置期間があることによって、借りてすぐに償還というふうにはならない。

返済が始まるまでは、今時点では償還の方が多いということです。 

 

（毎日新聞社記者） 

健康マイレージ推進事業について、詳しく説明を。 

 

（市長） 

 柳井市健康づくり計画を、この３月に策定いたします。それをより推進していこうと

いうことがあり、具体的な制度設計については新年度に入り準備をしていくということ

になります。先程申しましたとおり、

いろいろなスポーツに関わるイベン

トに参加していただいたり、また、

市内にはスポーツ施設が多々ありま

すが、そういったところを利用して

いただいたり、そういったことがポ

イント化され、そのポイントがさら

にスポーツ施設等で利用していただ

けるような形を、今、考えておりま
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す。詳細については、新年度になりましてさらに検討を進めて参りたいと思います。 

 

（柳井日日新聞社記者） 

 市民活動支援センターが今年１０月オープンということだが、場所は。 

 

（市長） 

 場所については、今色々な検討をしておりまして、現在はっきりとは決めておりませ

ん。未定ということです。 

 

（毎日新聞社記者） 

確認ですが、武道館の建設場所はどこに。 

 

（市長）  

ビジコム柳井スタジアムのとなりに、テニスコートがあります。その中間に駐車場が

ございます。その駐車場プラス、テニスコート８面のうち２面をいただいて、バイパス

沿いに建設するものです。正確に申し上げると、今の武道館は、主に柔道・剣道等が使

っているスペースと弓道場が併設されております。今申し上げたのは、柔道・剣道で使

うものがそちらに移るということです。従いまして、弓道場は基本的には現在の場所で

建て替えるというものです。 

  

（柳井日日新聞社記者） 

オープン予定はいつか。 

 

（市長） 

平成２４年度基本設計・実施設計、２５年度に着手、２６年度に供用開始の目標です。 

 

（柳井日日新聞社記者） 

２６年春でよろしいか。 

 

（市長） 

２６年度中ということです。 

 

（朝日新聞社記者） 

 金魚ちょうちんをデザインした原付ご当地ナンバーはいつごろからか。 
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（総務部長） 

補足いたしますと、全部それにするというものではなく、通常のものとデザインした

ものを市民の方が選べるようなかたちで対応したいと思っています。年内にはなんとか

したいと考えています。 

 

（市長） 

確か、美祢市さんが県内初ということですので、できれば同じタイミングでと考えて

います。 

 

（柳井日日新聞社記者） 

昨年国体がありまして、条例等県も作るということですが、市として具体的にスポー

ツの推進に対してどう考えているか。 

 

（市長） 

 確か３月の県議会で条例が制定されると聞いてます。柳井市としても独自のスポーツ

推進条例の制定を目指して参りたいと考えています。基本的な考え方は県と同じく、国

体を一過性のものにしないということです。 

 

（中国新聞社記者） 

 都市農村交流施設ができて、武道館も着手されている。学校の方も建て、かなり大規模

な事業が重なってきている感がある。事実、税収の方も落ちてきて、なかなか難しいとい

うところもあるのだと思う。今後、ウェルネスパークが県から市に、という関係もあって、

色々な建物も保有しながら、この維持管理費もあり、なかなか税収も伸びていってくれる

状況にもないし、いわゆる財政的にも厳しいというふうにおしゃったが、課題も残ること

だろうと思う。今後はその辺をどうやっていかれるのか。 

 

（市長） 

特に新年度は都市農村交流施設と柳北小学校、防災行政無線と、これは偶然というよ

りも過去３年間準備してきたものが、実現段階になって重なってしまったというところ

が大きいと思います。市債残高についても４年間トータルで見ると、約２１億円減って

いるという状況もありますから、そこは当然健全財政を維持していくというなかで、た

またま複数の大型事業が同時に重なってしまったというところがあると思います。そう

はいっても、トータルで中・長期的に健全財政を維持していくという意味では引き続き

行政改革も進め、歳出を減らし、逆に市税収入等が増えるようなかたちで、先程説明い

たしましたけれども、雇用面、特に国の委託事業を受けての実践型地域雇用創造事業に

ついても、今一生懸命に計画書を作り雇用していこうという段階でございますから、そ
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ういったことを通じて、地域経済の活性化を図って参りたいと考えております。 

 

（中国新聞社記者） 

雇用のところで、都市農村の話が出ていたが、特に何人ぐらい新規雇用を生みそうと

かいうことは。 

 

（市長） 

都市農村だけで何人というのは今の時点ではわかりません。できる限り多くというこ

とを目指していきたいとは思います。 

 

（時事通信社記者） 

 予算と離れた質問で恐縮だが、震災から１年を迎え、現在復旧復興の中で大きな障害

となっている瓦礫の処理の問題について、福島を除いて岩手、宮城の大量の瓦礫、それ

ぞれの県では処理が不可能な量を、全国でシェアしながら処理していこうという構想が

あるが、なかなか地方それぞれの住民の反対、不安の声があって進まない状況がある。

その中で一部の市長、町長さんなどから、もともとこの問題について国が安全基準をし

っかり示していれば住民を納得させることもできると、国の対応についての不満など、

そういう声もあがっている。その国の対応について、市長の意見、所感があれば聞きた

いということが１点。もう１点は、具体的に柳井市において受入の能力、意思があるか

どうかということを伺いたい。 

 

（市長） 

当然あれだけ大きな被害を生んでいる状況がありますから、全国でシェアしていかな

ければならないという視点は非常に重要だと考えています。そういった中で、具体的に

瓦礫となると、国の安全基準というものがあるわけで、その安全基準というものは国が

明確に示して、それに各自治体が測っていくということが必要であろうと思います。で

すから、国としてはもっと明確にご理解いただけるように説明していただきたいと思い

ます。それを受けて、柳井市としてどう対応するかという２点目の質問ですが、昨年１

０月、県を通じて意向調査というものがありまして、その時には、瓦礫などは広域処理

でございますから、これについては現状ではできませんとの回答をしております。これ

はそもそものところで処理する能力が残念ながら本市の状況からみると難しい、能力を

有していないといったところが大きな理由でございます。 

 

（ＮＨＫ放送局記者） 

先週、国の原子力安全委員会が原発から５０キロ圏内の世帯にヨウ素剤の事前配布を

するべきだとの提言をまとめたとあり、柳井市も一部が伊方原発から５０キロ圏内に入
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るところがでてくると思うが、まだ提言段階なので確定はしてないとは思うが、今後何

らかの対策を取らねばならないということが出てくると思う。その現状についての認識

が１点。今後対策を取るとすると、どういう対策をとっていくかということが２点め。 

 

（市長） 

私も報道でしかこのニュースは存じ上げておりませんので、分科会での答申を受けて

国としてどういう対応をされるか注視していきたいというふうに思います。これ以降は

仮定の話になりますが、実際そういう対応が必要であるとなったときには、より迅速に

正確に市町レベルまで情報を伝達していかねばならないし、このへんも含めてどういう

ふうにされるかを今後の国の動きは大いに注視していきたいと思います。 

 

（ＮＨＫ放送局記者） 

現状、国からの指示などはまだ全然来ていないのか。 

 

（市長） 

全く、報道レベルでしか柳井市としては把握しておりません。 

 

（ＮＨＫ放送局記者） 

今後対策をとるとしたら、やはり広域行政の中でも連携をとっていかなければならない

と。 

 

（市長） 

そういうことは想像はできますが、まずは国として今後どういう対応をされるかとい

ったところを受けないと、その後は全部想像になってしまいますから、今後の国の動き

を注視していきたいと思います。 

 

（政策企画課課長） 

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。 


