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定例記者会見 

(平成 21 年 12 月 3 日実施) 

 

日時：平成21年 12月 3日(木曜日) 

10 時 30 分～11 時 10 分 

場所：市役所 4階 401 会議室 

 

(総務課長補佐) 

 それでは定刻になりましたので、只今から定例記者会見を開催させていただきます。 

 

(市長) 

 皆様、おはようございます。 

本日もお忙しい中、お集まりいただきまして

ありがとうございます。 

 それでは早速、この度の 12 月定例議会に上程

します議案のうち、主なものについてご説明さ

せていただきます。 

 まず、議案第 68 号の柳井市企業立地等を重点

的に促進すべき区域における固定資産税の課税

免除に関する条例の制定について、ご説明いた

します。 

平成 19 年 6 月に企業立地の促進と地域産業の活性化を目的として、企業立地促進法が策定

されています。これを受けて山口県が企業立地促進基本計画を定められています。この企業

立地促進基本計画は、企業立地を促進するために、企業立地があった場合の、課税免除や低

金利融資などいろいろな優遇措置を定めたものです。 

今回の条例は、企業立地促進計画で定められている優遇措置のうち、固定資産税の減免に

ついて、自治体で条例制定の必要があるために、柳井市においても制定するものです。これ

によりまして、高度技術産業、環境・医療産業、地場産業などの業種の企業が新たに立地を

する場合、固定資産税の一部を減免することができるようになります。今現在、対象となる

企業はありませんが、課税免除をすることによって、立地企業の負担の軽減をさせていただ

きます。今回の条例を制定することが、企業立地を促進していく上での状況整備の一つにな

ると考えております。 

次に、議案第 79 号の一般会計補正予算につきましてご説明を申し上げます。 

今回の補正予算において、特に留意したことは、保育園や幼稚園、学校に通われている皆

さんに対する新型インフルエンザ対策、児童、生徒さんの安全確保のための施設改修、さら

には市民の皆様にお約束した柳井ニューディールの実現、市民の皆様の安全・安心を実現で

きる事業であるか等々について精査をし、丁寧に検証をし、予算編成を行いました。 

 その結果、一般会計の補正予算額は 4 億 3,371 万 3 千円となり、予算規模は 163 億 5,939

万 9 千円となりました。今年度は、7 月に臨時議会をお願いし、経済対策関係の補正予算約 4

億円を計上しました。また 8 月には災害復旧に係る補正予算、約 4,200 万円の専決処分を行

ったこともありまして、昨年度の同時期と比較し、8.7％の増となっています。 
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 続いて、主な事業につきましてご説明を申し上げます。 

 まず、新型インフルエンザ対策についてです。 

柳井市におきましても、新型インフルエンザと思われる症例による学級閉鎖等が相次いで

いますが、この度、市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校及び児童クラブに加湿器を配備

する費用として 570 万円を、また生活保護及び市民税の非課税世帯に対する予防接種費用の

全額を助成する費用として、3,100 万円を予算化しました。 

 次に、学校施設の大規模改修事業ですが、現在、地域の教育環境や学校の配置の見直しに

関する意見・情報交換を行っていくため、保護者、地域住民、有識者及び行政等を構成員と

する学校環境整備地域懇談会を市内 4 地区において設置し、市民の皆さんの幅広いご意見を

お聞きしているところです。児童、生徒さんの安全を第一に考えたい、考えるべきであると

の思いから、この度、柳東小学校と鳴門小学校の体育館、また大畠中学校武道場の耐震補強

工事に係る予算 6,600 万円を計上しています。 

さらに、柳井西中学校においては、柳井地域の日照時間が長く太陽光発電に適している条

件を生かすと共に、地球温暖化の防止、ＣＯ2 削減を図るために、太陽光発電設備を設置す

ることによりまして、さらなる教育効果を高めて行きたいという思いから、太陽光発電設備

の設置工事費として 2,600 万円を計上しています。 

 次に、柳井ニューディール関連についてですが、農林水産業の振興、地産地消の推進とい

う観点から、来年 3 月にやまぐちフラワーランドにおいて、第 1 回柳井ファーマーズマーケ

ットを開催する経費 84 万円を計上しています。これは、現在、市内の各所で開催されている

朝市、直売所を一箇所に集め開催するものです。また、都市間の交流推進を図るため、広島

地域からのバスツアーを企画し、広く集客を図り柳井の新鮮な農水産物を堪能いただきたい、

さらには食の安全・安心、地域の農業と関連産業の活性化を推進していきたいというもので

す。 

さらに、人事院勧告等による給与改定に伴い必要な人件費の補正、国の 1 次補正予算の凍

結により事業が執行停止となった、子育て応援特別手当に要する経費の減額補正等について

予算計上しています。 

 以上、平成 21 年度 12 月議会に提案します一般会計補正予算の概要につきまして、説明さ

せていただきました。 

 次に、報告 4件のうち主なものとして、報告第 14 号、教育委員会事務の点検及び評価につ

いては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正を踏まえて、この度、初めて実施

をするものです。具体的には、同法第 27 条に基づき、教育委員会が毎年その権限に属する事

務の管理及び執行状況について点検及び評価を行うものです。その結果は報告書としてまと

め、議会に提出をするというものです。この度の点検・評価は、平成 20 年度を対象に実施を

しています。 

 さらにもう一点、昨日、皆様にご連絡していますが、来年 3 月、やまぐちフラワーランド

に遊具を設置することとなり、その概要がまとまりましたので、これから市内各所でポスタ

ー展示を行っていきたいということです。 

 以上で、私からのご報告等とさせていただきます。何かご質問等ありましたら、よろしく

お願いします。 
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（総務課課長補佐） 

 それでは、ご質問がありましたらどうぞ。 

 

（毎日新聞記者） 

 まず最初に説明のあった議案第 68 号についてですが、具体的には、どこの区域が対象か決

まっているものですか？ 

 

（市長） 

 区域というのは、指定地域ということで区切られておりまして、工業専用地域、工業地域、

準工業地域というふうになっています。具体的にこれらがどこに当たるかは、資料としてあ

りますから、後ほどお渡ししましょう。 

 

（毎日新聞記者） 

 イメージとしては、工業団地とかに？ 

 

（商工観光課課長補佐） 

 この度のこれは、集積区域となっているのですが、柳井市においては、都市計画用途地域

の中の工業系の 3地域で合計 233ha あります。 

 

（毎日新聞記者） 

 何箇所くらいに？かなり点在しているのですか？ 

 

（商工観光課補佐） 

 柳井市の都市計画用途地域図がありますが、その中にこの 3 つの用途地域が色塗りをされ

ています。具体的にどこに該当するかというのは、地図を見ていただければそのエリアがお

分かりになると思います。 

 それから工業団地というのではなくて、今後この用途地域の中に、工場を作る、進出する

場合をイメージいただければと思います。この広いエリアに企業が進出した場合、この条例

が適用されるということになります。 

 今申しました 3つの用途地域ですが、（都市計画用途地域図を示しながら）駅の南側部分が

準工業地域、柳井港付近が工業地域、中電等付近が工業専用地域となります。これらの面積

を合計しまして、233ha ございます。この地域の中に進出する企業に対して、税の課税免除

を適用するものです。 

 

（毎日新聞記者） 

 分かりました。柳井市の中心部ですね。 

 進出する企業は、規模とか業種とか条件があるわけですか？ 

 

（市長） 

 一応 66 業種と指定がありまして、製造業、例えば繊維、衣服、化学、鉄鋼、機械、食料品

等、さらには、倉庫業、運送業、貨物業種などがあります。 
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（毎日新聞記者） 

 それは県の計画とか、国の企業立地促進法に準じているということでよろしいですか？ 

 

（商工観光課課長補佐） 

 山口県企業立地促進基本計画というのが定められています。この計画の中で、山口県の地

域の特性の強みを生かした 3 つの産業を定めております。1 つ目は「高度技術産業」、2 つ目

は「環境・医療産業」、3 つ目は「地場産業」ということですが、この重点産業の中に関係す

る製造業をはじめいろいろな業種が 66 ほどあります。これが特定の業種として、先ほど申し

ましたエリアに進出した場合に、この条例が適用されていくことになります。 

 

（毎日新聞記者） 

 分かりました。 

 これは他の市町村では、どのように条例化されているのですか？ 

 

（市長） 

 県内、各市いろいろと対応がありまして、例えば、下関市では 6 月議会で、また萩市では

9 月議会で成立しています。岩国市は来年 3 月までに方針決定、と時期的なものはそれぞれ

違っています。条例化することにより国の普通交付税措置が受けられるのは、財政力指数が

0.67 未満の自治体が対象となります。それ以上の、宇部市、山口市、防府市、下松市、光市、

周南市、山陽小野田市、和木町は対象外となります。 

 

（朝日新聞記者） 

太陽光発電設備はどこの学校ですか？ 

 

（市長） 

柳井西中学校です。 

 

（朝日新聞記者） 

校舎は改築しないで、今の校舎に造るのですか？ 

 

（市長） 

はい。 

 

（朝日新聞記者） 

これは順次造っていくということか、柳井西中だけですか？ 

 

（市長） 

国の「スクール・ニューディール」構想のひとつとして今回整備するものです。市内の学

校に設置可能かどうか精査して、一番設置に適していたのが柳井西中学校だった。スペース

の問題とか様々な条件があるので、今回は柳井西中学校を選ばせていただいたということで

す。 
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（朝日新聞記者） 

ファーマーズマーケットは 1回きりか、それとも続けて行うのか？ 

 

（市長） 

第 1 回と申し上げたが、3 月の状況を見て、思いとしては年に 1 回の恒例行事とさせてい

ただければ、多くの方に喜んでもらえると思っています。 

 

（朝日新聞記者） 

 経費 84 万円というのは、例えば広報とか？ 

 

（市長） 

広島地域からのバスツアー企画も含めての 84 万円。 

 

（柳井日日新聞記者） 

市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校まで加湿器を設置されるということだが、何園、

何校か分かれば教えていただきたい。 

 

（経営企画課長補佐） 

幼稚園が私立 2園、保育園が公立 2 園、私立 9園、児童クラブが 11 箇所、小学校が 12 校、

中学校が 4校。合計 40 箇所です。 

 

（柳井日日新聞記者） 

小学校 1 校につき 1 台ということですか？ 

 

（経営企画課長補佐） 

小中学校については保健室に設置を予定しています。幼稚園、保育園については保育室、

園児が常時いる部屋に設置を計画しています。 

 

（毎日新聞記者） 

柳東小と鳴門小と大畠中でしたっけ？補強工事は、緊急度から 3 箇所を選んだということ

ですか？ 

 

（市長） 

 はい。 

 

（経営企画課長） 

5 ページは繰越明許費の予算書で、金額欄は繰越をする額です。実際の事業額は、柳東小

屋内運動場は 2,210 万円でこのうち 2,110 万円を繰り越すという予算書です。鳴門小の方は

2,615 万円、大畠中武道場は 1,800 万円、西中の太陽光発電は 2,760 万円が事業費。書かれ

る場合は事業費でお願いしたい。 

 

（毎日） 
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繰り越すということは来年度にやるということか？ 

 

（経営企画課長） 

出来る範囲で実施し、翌年度に繰り越すということ。繰越も併せて議会で承認いただく予

定です。 

 

（毎日） 

来年度に計上しないで、今計上するのは？ 

 

（経営企画課長） 

国の「スクール・ニューディール」構想との関係があるので、まずは手を上げて事業に着

手するということ。 

 

（毎日） 

基本的には 3 分の 2 が国の補助か？ほとんど自主財源はいらないのですか？ 

 

（経営企画課長） 

例えば 48 ページをお願いします。こちらに小学校の耐震補強の財源内訳がありますが 、

約 3分の 2が補助金と地方債というイメージです。 

 

（朝日新聞記者） 

 フラワーランドの複合遊具建設の関係は、どこに取材すればいいですか？ 

 

（市長） 

 経済建設課に担当がおります。 

 

（中国新聞記者） 

学校の耐震補強等はいつまでに実施するのですか？ 

 

（経営企画課長補佐） 

それぞれ学校の耐震化については 11 月末の工事完了を予定しています。太陽光については

8 月末を予定しています。 

 

（毎日新聞記者） 

インフルエンザのワクチン接種を補助するというのはどのページか？ 

 

（経営企画課長） 

31 ページの上から 3 段目の扶助費、3,129 万円です。 

 

（毎日新聞記者） 

市長、対象を再度お願いします。 
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（市長） 

生活保護を受けておられる方、さらに市民税の非課税世帯です。 

 

（毎日新聞記者） 

対象者は何人か？ 

 

（経営企画課長補佐） 

市長が申しました対象者のうち、優先接種を受けることができる方の 4,840 人を予算化し

ています。 

 

（中国新聞記者） 

国の補助金があるんですよね？ 

 

（経営企画課長補佐） 

国が 2分の 1 で、県、市が 4分の 1 ずつ負担します。 

 

（朝日新聞記者） 

 フラワーランドの遊具について、資料とか説明とかできませんか？ 

 

（経済建設課主査） 

 フラワーランドの複合遊具整備事業につきましては、事業主体は柳井市で、担当課は経済

建設課です。今回の事業については、宝くじの助成金を充てまして、事業費の 1 割ほど市が

負担します。全体事業費は 4,042 万 5 千円です。整備する場所は、フラワーランドの出入り

口から見ますと、東側一番奥のコミュニティガーデンというエリアで、市民団体グループに

デザインや植え込み作業をしていただいているゾーンがありますが、その少し山手の方にな

ります。今回、そのゾーンに新たに複合遊具を建設するにあたり、隣接する柳井ウェルネス

パークとの差別化を図りたいということもありまして、単なる遊具機能だけではなく、大人

も楽しめるような展望デッキも兼ね備えたものとしています。色彩についても、フラワーラ

ンドの庭園空間に調和するよう原色は使わずに落ち着いた感じの仕上げにしています。完成

については、来年 3 月末を目標に工事を進めていきたいと考えています。 

 

（朝日新聞記者） 

 遊具の名前は何というのですか？ 

 

（経済建設課主査） 

 遊具自体の名前はまだ未定ですが、子ども達にも呼んでもらえるような愛称を考えていき

たいと思います。 

 

（朝日新聞記者） 

 遊具のイメージ図を見ますと、どんなことが楽しいのかな？滑り台があるのですか？ 
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（経済建設課主査） 

 長いロング滑り台を中心としまして、ネットクライムとか、ハンモックのような網の中で

揺れて遊ぶようなものとか、スプリング遊具、うんていのようなものも含めて 10 種類ありま

す。 

 

（朝日新聞記者） 

 サイズを教えてください。 

 

（経済建設課主査） 

 高さ 8ｍの円筒形のイメージです。 

 

（朝日新聞記者） 

 階段があるのかな？ 

 

（経済建設課主査） 

 三層構造となっておりまして、2 階の展望デッキと、スペースは少し狭いのですがらせん

階段を上がって高さ 5ｍの 3階から園内を眺望できる形となっております。 

 

（朝日新聞記者） 

 先ほどは高さ 8ｍとおっしゃったのですが。 

 

（経済建設課主査） 

 円筒のてっぺんのところまでで 8ｍとなります。また、てっぺんのところは、飾りではあ

るのですが、光の塔というイメージに仕上げる予定です。 

 

（朝日新聞記者） 

 直径は？円になっているわけですよね？ 

 

（経済建設課主査） 

 2 階部分は“８の字”になっており、丸い部分が 2 つできるうち、大きい方が直径 5ｍくら

いとなります。 

 

（朝日新聞記者） 

 無料で遊べるわけですか？ 

 

（経済建設課主査） 

 遊具自体は無料ですが、フラワーランド自体は有料施設ですので、入園料は必要です。 

 

（朝日新聞記者） 

 何歳くらいから遊べるのですか？ 
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（経済建設課主査） 

 ターゲットとしましては、幼稚園・保育園児から小学校低学年くらいまでを想定していま

す。先ほども申しましたとおり、柳井ウェルネスパークとの差別化を図りたいので、柳井ウ

ェルネスパークより少し年齢層の低い幼児や児童のみなさん、家族連れの方を対象としてい

ます。 

 

（朝日新聞記者） 

 着工はいつから？ 

 

（経済建設課主査） 

 実際に現地に入るのは、年明けからになると思います。開園・営業しながらの工事になり

ますので、安全対策には十分注意し、ヤードを仕切った上で造成工事に入っていきたいと思

っています。 

 

（朝日新聞記者） 

 ありがとうございました。 

 

（総務課課長補佐） 

 その他よろしいですか？それでは以上で定例記者会見を終了させていただきます。本日は

どうもありがとうございました。 

 

（市長） 

 どうもありがとうございました。 


