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定例記者会見 

（平成 23 年 2 月 28 日実施） 

 

日時：平成 23 年 2 月 28 日（月曜日） 

13 時 00 分～13 時 50 分 

場所：柳井市役所 4階 401 会議室 

 

（総務課長補佐） 

 それでは定刻となりましたので、ただ今から定例記者会見を始めさせていただきます。 

 

（市長） 

 皆さんこんにちは。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、来月 8 日開催の 3 月議会にご提案する議案についてご説明します。この 3 月議会

は、議案 30件、同意 6件、報告 3件ということで予定しています。 

まず一点目は、機構改革についてで、それに伴う条例の一部を改正するものです。現在、

市長部局は 4 部あります。具体的には、総務部、建設部、経済部、市民福祉部です。これを

5部に、具体的には、総合政策部、総務部、建設部、経済部、市民福祉部にします。つまり、

新たに総合政策部を立ち上げることになります。部の事務分掌で申しますと、総合政策部が、

市の基本的施策の企画及び調整、地域振興及びコミュニティ、広報広聴、統計及び電子計算組織、

女性行政及び国際交流に関する事項です。一方、総務部が、議会及び行政一般、職員、組織及び

定数、秘書、財政、市有財産、市税に関する事項、他の主管に属さない事項を所管します。部の

改正により課の整理も行い、総合政策部には、政策企画課、さらに柳井ニューディール推進室を

設けます。そして、総務部には、総務課、財政課、税務課、工事監理室、国体推進室といった体

制で 4月 1日以降臨みたい。それらについてご提案します。 

次に、3月議会にご提案する中で最も大きなものが、議案第 11号の平成 23年度予算（案）

です。それでは、ご説明します。 

ご承知のとおり、国政においては、来年度予算案及び予算関連法案の成立が政局となりつ

つあり、非常に混迷を極めているという印象を持っていますが、市町村においては、子ども

手当の動向など、国政と深い関係があります。市民の皆様に最も近い行政として、我々の役

割をきっちり果たしていくという思いを込めて、責任を持って、予算編成しました。 

最初に予算編成方針ですが、現下の地方財政は大変厳しい状況にありますが、限られた財

源をいかに効率的に各事業へ配分するかを念頭に置くとともに、緊急度や必要度を勘案した

事業の優先順位付けを行い、昨年度に続き、「教育」と「子育て」分野の施策推進に特に力を

注ぎました。 

また、山口県で 48年ぶりに開催される「おいでませ！山口国体」を通じて、本市の魅力を

全国に発信するため、主に観光の分野との連携を進める事業にも重点配分しました。本市は、

昭和 62年に「観光元年」として、白壁の町並みを中心とした観光振興に取り組んで参りまし

たが、言わば四半世紀経た本年を「平成の観光元年」として、国体を一つの契機とし、本市

の情報発信力や様々なイベントを構想する力を高め、市民の皆様の参画をいただきながら、
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市の魅力をなお一層高めていきたいと考えています。 

さらに、私のマニフェスト「柳井ニューディー

ル～8つの約束～」の基本政策目標である、「新た

な雇用の創出」「頑張る市民を応援する仕組みづく

り」「将来にツケを回さないための未来への投資」

を、具体的な形で実現を図っていきます。このた

め予算編成にあたっては、平成 22年度に実施した

「事業仕分け」や週一回ペースで開催の「市民と

市長と気楽にトーク」などで寄せられた市民の皆

様の思い、現場からの声も十分に吟味したところ

です。その他、福祉や医療、産業、環境、安全安心の分野に、多様な事業をきめ細かく予算

計上し、引き続き「柳井で暮らす幸せ」を実感できるまちづくりを進めます。 

それでは新年度予算の概要ですが、予算規模は、一般会計で 155 億 700 万円で、前年度当

初予算に比べ 5億 3,200 万円、3.6％増の積極型予算となりました。 

これは、健全財政の維持と安定した行財政基盤の確立を目指し、多様な行政ニーズを具現

化するために、個々の事務事業を見直し、経常経費は、前年度予算と同額を予算要求ベース

とする一方で、小学校建設事業や山口国体の実施に伴う予算計上が主な要因で増額となりま

した。 

特別会計の予算規模は、102 億 1,827 万円で、前年度予算との比較では 3,096 万円の微増

ですが、平成 22年度末で土地開発事業など 3会計を廃止しますので、実質的には 2億 2,560

万円、2.3％の増となります。 

合併後の新市の一般会計と特別会計の予算額の推移は、グラフのとおりです。 

次に、歳入の特徴ですが、本市の市税は、特に償却資産に係る固定資産税を主として毎年

減額傾向にありましたが、平成 23年度は、市税全体で 5,574 万円、率で 1.2％の増収を見込

んでいます。中でも法人市民税の持ち直しにより、1 億 6,798 万円、率で 83.4％の大幅な増

収となりました。一方で、個人市民税は 5,677 万円、率で 4.0％、固定資産税は 4,463 万円、

1.8％の減収を見込んでいます。なお、市税は平成 19 年度に税制改正による税源移譲で増収

となったものの、3年連続で減少していましたが、平成 23年度は増加に転じました。市税の

内訳をグラフで示しますと、本市の税構造が固定資産税に特化している状況がお分かりだと

思います。 

次に、地方交付税は、国の地方財政計画に従い 7,000 万円、1.5％の増額を見込んでいます。 

国庫支出金、県支出金、市債は、建設事業等に伴い増減するものですが、平成 23年度にお

いては、子ども手当が増額となったことから国庫支出金が 7.1％の大幅な増となっています。 

市債は、前年度に比べ 3 億 2,480 万円、36.5％と大幅な増額となっています。これは、合

併地域振興基金の原資や柳北小学校校舎の建設に係る合併特例債を新たに借り入れることに

よるものです。なお、市債 12億 1,450 万円のうち、7億円は臨時財政対策債です。 

平成 23年度末の市債残高は、約 5億 8千万円減少して 187 億円と見込んでいます。 

なお、歳出から歳入を差し引いた財源不足については、財政調整基金から 1 億 4,380 万円

を繰り入れることといたしております。ちなみに、年度末の財政調整基金の残高は、14億円

程度を見込んでおります。 

次に、歳出の特徴ですが、人件費は職員数の減により減額となっています。 

扶助費は、子ども手当の増額を主な理由に大幅な増となっています。 
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公債費は、公債残高の減少により、僅かですが減額となっています。  

普通建設事業費は、学校建設等に着手する一方で、市道、都市計画街路改良事業、公民館、

総合支所解体事業が終了するなどにより 5,956 万円、7.4％の減額となっています。しかしな

がら、この 3 月補正で新年度事業の前倒しとして、庁舎空調設備等改修工事など 1 億 5,907

万円を計上しており、これを加えますと、普通建設事業費は前年度に比べ 9,950 万円、12.4％

の増額となります。 

災害復旧費は、過年度災害がないため減額となりました。 

物件費は、電算システムの入れ替え経費により、補助費等は、山口国体関連経費により、

それぞれ増額となりました。 

貸付金は、土地開発公社への貸付額の減額により減となりました。 

その他は、合併地域振興基金の積み立てにより増額となりました。 

次に、重点事業について説明します。「柳井で暮らす幸せ」を目指して、福祉や医療、産業、

環境など市民生活に関わる多様な事業をきめ細かく予算計上しましたが、特に「教育」や「子

育て」の分野には重点的に予算配分しました。 

それでは、主な重点事業につきまして、簡単に説明します。 

まず、教育の分野ですが、柳北小学校建設事業。柳北小学校については、耐震化対策とし

て全面改築を始めていますが、平成23年度は1期工事として管理特別棟校舎の建設をします。

総事業費は、約 7億 2,600 円で平成 24年度の完成を目指しています。 

平郡東小学校開校準備事業ですが、現在、平郡小学校は休校中ですが、平成 24年 4月から

新入学する児童が予定されていますので、開校の準備を進めるものです。 

次に、教師用教科書指導書等給与事業。これは、平成 23年度に小学校の教科書が改訂され

ますので、教師用の教科書・指導書を各学校に配置するものです。 

学習適応支援事業。最近、学校生活に適応できない児童が増え、教室での事業に支障が出

ていますので、補助教員や支援員を増員して、円滑な授業を進めることに取り組みます。 

学校耐震化推進事業ですが、学校の耐震化をさらに推進するため、市内小中学校 4 校の屋

内運動場の耐震補強設計を実施します。 

次に、全国的な少子化対策として、安心して子育てができるように、子ども手当支給事業

についてです。ご承知のように、昨年 6 月から支給が始まっていて、その子ども手当に係る

経費です。中学校修了前の子ども一人当たり月額13,000 円、ただし 3歳未満のお子さんには

月額 20,000 円が支給されます。 

地域子育て創生事業。子ども達の安心安全の確保をするために、保育所、幼稚園、児童館

にＡＥＤを設置します。設置台数は、合計 14台です。 

放課後児童対策（児童クラブ）事業ですが、小学校低学年児童への放課後の児童指導等を

行う児童クラブを運営する経費です。平成 23年度は、耐震性に不安のある新庄小学校内の児

童クラブを、元ＪＡ南すおう新庄支所へ移転する経費も計上しています。 

次は、安心安全に暮らすために、防災無線整備事業。こちらは現行のアナログ式の防災行

政無線が使用できなくなるため、新たにデジタル式の防災行政無線を整備します。平成 23年

度は実施設計を行う予定です。 

橋りょう長寿命化事業。これは、老朽化の進んだ市が管理する橋りょうを計画的に修繕、

架け替え工事を行うものです。 

消費生活センター設置事業。消費者行政の活性化を図るため、消費生活講座等を開催し消

費者啓発を行います。また、平成 23年度は、市役所内に消費生活センターを設置します。 
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次に、都市計画マスタープラン策定推進事業。都市計画に関する基本的な方針に基づき、

都市計画の見直しを行うものです。 

生ごみリサイクル促進事業。生ごみを堆肥化するダンボールコンポストの普及を図るため、

市民の皆様からモニターを募集し、コンポストでできた堆肥をフラワーランドの商品券と交

換する事業です。 

次に、未来への投資として、国体関連予算です。山口国体開催推進事業で、今年 10月の「お

いでませ！山口国体」では、市内で正式競技の「卓球少年男女」、公開競技の「高校軟式野球」、

デモンストレーション競技として「フットサル」の 3 競技を開催しますが、それぞれ円滑に

開催されるように関連予算を計上しています。 

金魚ちょうちん祭り事業ですが、20回目の節目となる今年は、例年にも増して賑やかな祭

りとなるよう予算も 1.6 倍強とし、さらに祭り当日の一週間前から国体イベントなどと合わ

せた祭りを開催し、賑やかな柳井の夏の夜を彩っていこうというものです。 

観光振興対策事業として、国体等のイベントに活用するための大型エアーテント 1 張を購

入します。 

 岩国錦帯橋空港利用促進事業。こちらは、平成24年開港予定の岩国錦帯橋空港の利用促進

を図るため、協議会を設置しＰＲ活動を行うものです。 

次に、将来の元気な柳井市を作るための投資として、都市農村交流施設整備事業。これは

日積地区に地域住民が気軽に集えて、都市の農村の交流を促進すると同時に、地元の農業を

支援する機能も備えた、都市農村交流の拠点となる施設を整備するものです。 

平成 23年度は、基本計画策定に係る予算などを計上しています。 

次に、地域ブランド認証事業です。現在、ブランドマークを公募中ですが、本市の優れた

地域資源を「柳井ブランド きんさい柳井」として認証し、認証品のＰＲや販促、誘客を図

るものです。 

竹コンクリート漁礁設置事業。「つくり育てる漁業」の推進を目的として、竹コンクリート

漁礁を設置する費用を助成します。伊保庄地区に 10基設置予定です。 

大豆・麦乾燥調製施設整備事業。こちらは、大豆、麦の生産拡大を進め、農業担い手の経

営安定を図るため、ＪＡが田布施町内に乾燥調整施設を建設しますが、それに対する補助で

す。 

離島産業応援事業。こちらは平成 22年度から実施している農産物、水産物輸送費の補助に

加え、畜産関連輸送費についても、平郡島から柳井港までの輸送費の一部を補助するもので

す。 

地産・地消推進事業。こちらは、今年で 3 回目となる柳井ファーマーズマーケットを開催

するための経費です。 

 次に、頑張る市民を応援する事業として、ふるさとの道整備事業。原材料支給等によって、

地元の住民の皆さんの労力奉仕による道路改良を支援する事業です。平成 23年度から、団体

によっては技術者がいないため実施できないことがあるという実態があるため、新たに技術

指導も支援することとしました。 

労働振興対策事業。離職者の再就職のための能力開発研修の受講費補助や、若者の就業自

立支援の活動を支援します。 

有害鳥獣捕獲事業。有害鳥獣による農作物被害防止と生活環境保全のため、適正な有害鳥

獣捕獲を実施します。 

 福祉の面についても、これまで同様に積極的に対応して参りたいと考えています。 
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地域自殺対策緊急強化事業。こちらは、地域自殺対策緊急強化基金を利用して、自殺予防

対策を行います。 

介護保険事業計画等策定事業。こちらは、3 年間を 1 期とする介護保険事業計画、高齢者

福祉計画にかかる平成 24～26 年度の両事業計画を策定します。 

次に、自立支援特別対策事業。こちらは、障がい者の方々が自立して生活できるように施

設支援をするとともに、平成 23年度は、新たに視覚障がい者のための点字ディスプレイやＣ

Ｄ読書器を設置するものです。 

国民年金業務推進事業。これは国の施策ですが、年金加入者や受給者の年金記録をインタ

ーネットで確認できる「ねんきんネット」に接続し、ネット環境弱者にサービス提供をする

ための機器を購入します。 

 最後に、その他の重点事業を説明します。 

埋蔵文化財調査事業。こちらは、国営緊急農地再編整備事業に伴う、埋蔵文化財の試掘調

査実施経費です。 

ホームページ管理事業。本市の公式ホームページの円滑な情報発信及び利用者の使い易さ

を向上させるため、いわゆるＣＭＳ（コンテンツマネジメントシステム）を導入するもので

す。 

市政番組制作事業。ケーブルテレビのコミュニティチャンネルを利用して市政情報を発信

するものです。 

緊急雇用創出事業。環境や教育関連事業におきまして、雇用を生み出すべく緊急雇用創出

事業を実施します。20人程度の雇用が期待できるものと考えています。 

 以上、重点事業について説明しましたが、このほか基本構想の体系に基づく主な事業につ

いては、予算概要の 10ページから 23ページに掲載しています。 

 なお、新規事業数は 29事業です。 

 最後に、昨年、平成 22 年度の予算を「未来投資型予算」と名付けましたが、平成 23 年度

の新年度予算については「着実実行実感予算」と名付けさせていただきます。私のマニフェ

スト「柳井ニューディール～8 つの約束～」を着実に実行して行くための予算であり、同時

に市民の皆様には、それを着実に実感していただける予算として「着実実行実感予算」と名

付けまして、新年度予算について説明を終わります。 

 

（総務課課長補佐） 

 それでは質疑等がございましたらどうぞ。 

 

（中国新聞社） 

 機構改革について、総務部門と企画部門を切り離した意図というのは。 

 

（市長） 

 現在は、総務部の経営企画課で財政部門と企画部門を一緒に所管していますが、非常に財

政状況が厳しい中でも、これからの市民の皆様のいろいろなニーズを大いに汲み取って様々

な施策を展開していくには、今一度、以前の形に戻すことが適当ではないかということで、

機構改革をしたいということです。それぞれ時代に合った形を求めていく中で、このタイミ

ングで行うとご理解いただければと思います。 
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（中国新聞） 

 以前は別だったのか。 

 

（市長） 

 はい、以前は別です。 

 

（ＮＨＫ） 

 未来への投資で岩国錦帯橋空港利用促進事業の協議会を設置するとあるが、これは既存の

協議会と別か。 

 

（市長） 

その利用促進協議会のことです。 

 

（柳井日日新聞） 

 休校中の平郡東小学校は、いつから休校になっているか。 

 

（総務課長補佐） 

 平成 15年 4月から休校となっています。 

 

（中国新聞） 

 「柳井ニューディール～8 つの約束～」を具体化させる事業を 2、3 上げていただきたい。

例えば交流施設の整備とか柳井ブランドなど。 

 

（市長） 

 都市農村交流施設の整備も柳井ブランドも入ると思う。既に、奨学金制度も本年度からス

タートしている。一番大きいのは、やはり学校の新たな整備計画に沿った適正配置、適正規

模、耐震化ということになろうかと思う。 

 

（中国新聞） 

 国体開催推進事業は、結構大きいが例えばどんなところへ大きなものがあるのか。 

 

（総務部長） 

 国体の実行委員会の方へ予算を流します。約 1億円でその中で設備費、設置費が含まれる。 

 

（中国新聞） 

 ほとんどが委員会に流すお金か。 

 

（総務部長） 

 そうです。 

 

（読売新聞） 

平郡東小開校準備事業は具体的には何をするのか。 
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（市長） 

 具体的には先生の宿舎の整備です。 

 

（経営企画課長） 

 補足説明しますと、開校に伴い教職員が必要ですので、その宿舎の建設費、備品等の整備

を予定しています。平成 24年 4月の開校ですので平成 23年度中に準備するものです。 

 

（読売新聞） 

1年生が一人か。 

（市長） 

 そのように聞いています。 

 

（柳井日日新聞） 

 国体が市民の方に広がっていないと思う。それに関し、今後行政として市民に対し、どの

ように呼びかけ、周知をしていくか。 

 

（市長） 

 それは私も感じているところです。まずは、地に足の着いた細かい作業になろうかと思う

が、国体推進室が中心になって、地域のありとあらゆる行事、イベント等に出来れば「ちょ

るる」も同行してお伺いさせていただく。地域のイベントに、しっかりと国体推進室が顔を

出していくということがある。さらに、次に大きなものとして、今年の金魚ちょうちん祭り

の期間中に国体の採火式、炬火イベントの機会も多いに活用して行きたいと考えています。 

 

（中国新聞） 

 来年度に限った話ではないが、景気の持ち直す傾向にあるが、フラワーランドの負担割合

やウェルネスパークの移管など出さなくてはいけない額が増える要素もあり、景気頼みでな

い財源確保が課題と思うが市長の見解は。 

 

（市長） 

 やまぐちフラワーランドについては、結果的に負担は増えますが、それに見合う効果、見

返りは柳井市全体として考えて、しっかりとあるんだということを踏まえて負担増にも応じ

たこともあり、一方的に負担が増えていく印象は持っていない。柳井ウェルネスパークにつ

きましても来年 4 月から、県から移譲を受けて市の管理となりますが、これも決して後ろ向

きな姿勢で移譲を受ける決断したわけではなく、来年度、山口県におかれては約 4 億円で施

設の改修もしていただく。そういった状況も踏まえ、さらには市として独自に、より使い勝

手が良いような形で市民の皆さんにいかに利用していただくかという視点から考えても、移

譲を受けた方がプラスであると判断している。負担が増えるけれども、移譲を受けて市民の

皆さんにとってプラスになるという事情から決断したと、ご理解をいただきたい。 

 

（中国新聞） 

 財源を増やすのは難しいかもしれないが、何か考えは。 
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（市長） 

 新たに 155 億 700 万円の予算を組んでいるわけですから、その中にこと細かく財源を増や

す知恵を、経済も含めて活性化していくという効果は必ずあると考えています。しかしなが

ら、中でも特に、商工会議所、観光協会で盛り上がっているのは、先ほど「平成の観光元年」

と申し上げましたが、そういったことを契機に市経済の活性化、人の流れも動きも活発にし

ていこうというのがある。その流れの中で金魚ちょうちん祭りも 20 回目の節目となるので、

予算も大幅に増加しています。 

 

（総務課長補佐） 

 その他にありませんか。ないようでしたら、以上で定例記者会見を終了させていただきま

す。本日は、ありがとうございました。 

 

（市長） 

 ありがとうございました。 

 


