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定例記者会見 

(平成 21 年 5 月 29 日実施) 

 

日時：平成21年 5月 29日(金曜日) 

13 時 00 分～13 時 50 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、定例記者会見を始めさせていただきます。 

 

(市長) 

 皆様お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございま

す。 

それでは只今より定例記者会見ということで、始めさせていた

だきたいと思いますが、まず、6月 9日開会の定例市議会におい

てご審議をいただくものについて、その概要を説明させていただ

きたいと思います。 

6 月議会には、議案 7件、承認 5件、同意 2件、及び報告 4件

について、お願いをする予定でございます。 

中でも議案 47 号は、柳井市地区計画の区域内における建築物

の制限に関する条例の制定についてで、これは新たに柳井市地区

計画の区域内における、建築物の制限に関する条例の制定でございます。具体的には、柳井津の

古市地区の建築物の用途・構造、及び敷地に関する制限を定めて、規制・誘導することにより、

適切かつ合理的な土地利用を図り、良好な都市環境を確保するというもので、罰則規定も設けさ

せていただいております。 

今のが、先ほど申しました議案 7 件、承認 5 件、同意 2 件、報告 4 件のうち、1 件でありまし

て、もう 1 件、多くの方々からご関心をいただけるということで、詳しくご説明をさせていただ

きます。 

そのもう 1件は、平成 21 年度柳井市一般会計補正予算で、これは、私が市長に就任して初めて

の補正予算ということで、骨格予算であった当初予算を、本格予算に肉付けをさせていただくと

ともに、私が先の市長選挙におきましてお示しをいたしましたマニフェスト実行のスタートにあ

たる予算であり、実質的に私にとって初めての予算編成ということになります。 

最初に予算編成方針ですが、市民の皆様に『柳井で暮らす「幸せ」を改めて実感をしてい

ただきたい』ということで、市民の安心・安全を実現できる事業であるか、市民生活に密着

している事業であるか、さらには昨今の経済状況を踏まえ、景気経済対策、雇用対策に資す

る事業であるかというようなことを一つ一つ丁寧に検討、検証しつつ、同時に地産地消や農

林水産業などの振興、再来年に開催される国体の準備、教育の充実など、限られた財源の範

囲内で、今まさにこの時期に必要な事業を取捨選択し、予算編成をさせていただきました。 

その結果、一般会計の補正額は、7 億 420 万 9 千円となります。これは当初予算比で 4.9％

増となり当初予算と合わせまして予算総額は 150 億 5,610 万 9 千円となりました。これは昨

年度の当初予算と比較いたしますと、4.5％の増ということで予算規模としては昨年度を大き

く上回る訳ですが、この中には、今年度から新たに土地開発公社への貸付金として 4億 5,400

万円を計上しておりますので、これを除きますと、1.3％の増となり昨年度並の予算規模と言

っていいと思います。従いまして財政健全化と言う視点をしっかりと保ちつつ、本市の身の
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丈に合った堅実な予算であると認識しています。 

次に、主な事業ですが、先ほど述べた予算編成方針に基づきまして、私が市長に就任して

新たに検討し実施する新規事業が 17 事業、予算規模は 1億 3,811 万 8 千円です。 

また、今回は当初予算が骨格予算ということで、当初予算編成時には検討されていたもの

を 6月補正まで先延ばししておりました 12 事業、予算総額 3億 4,204 万 7 千円を計上してお

ります。 

次に、主な事業につきまして説明させていただきます。 

まず、市民の皆様が安心・安全を実現できる事業ですが、新規事業から説明いたします。 

まず福祉医療費の助成です。福祉医療費の問題につきましては、皆様ご承知のように本年

度から患者さんの一部負担が決定していますが、市として一部負担分を助成させていただく

ことにより、これまで通り福祉医療費の無料化を続けるものです。 

これは、他市の状況等もありますが、私のマニフェストにも福祉を優先すると明記させて

いただいているので、就任時からこの問題については無料化を継続したいという指示を出し

ていましたが、改めて正式に発表させていただくものです。 

次に、防火水槽設備整備事業でありまして、万が一の火災に備え地域の安全を確保するた

めに、設置要望があった市内 3 箇所に防火水槽を設置します。設置場所は、阿月国清地区、

日積尾崎原地区、伊保庄空上地区です。なお、この度、防火水槽の設置基準を見直しまして、

中山間部などの人口減少に配慮し、半径 200ｍ以内の周辺民家戸数を従来 20 戸以上としてい

たものを 10 戸以上と言うふうに基準を緩和させていただきました。 

次に、消費者行政活性化事業です。 

近年急増しております振り込め詐欺や悪徳商法の被害に遭われた方々、市民の方々からの

相談窓口の機能強化を図るものです。主な内容は、公民館講座を利用した教育啓発講座の実

施や消費生活相談員の能力アップ、スキルアップを図る研修等を行っていくということです。 

次に、社会福祉施設整備事業です。 

消防法が本年 4 月 1 日に改正され、地域密着型サービス事業施設についてスプリンクラー

の設置が義務付けられました。これに対応するため、市内の民間グループホームのスプリン

クラー設置に対し、補助をさせていただくものです。 

次に、河川浚渫補修事業です。 

伊陸地区内の修治川（しゅうじがわ）の護岸が老朽化し崩壊の恐れがあるため、護岸の補

修整備を行うものです。施工延長は 25ｍとなります。 

次に、平郡西簡易水道浄水施設改修事業です。 

ご承知のように平郡島は離島である為に簡易水道の水源が不足しており、また水量も大変

限られております。この限られた水源を有効に利用、活用するために浄水施設の改修を行う

ものです。具体的には、新たに着水混和槽を設置しまして不純物を除去し、浄水装置の機能

を高めるものです。 

次に、公有財産整備事業です。 

これは、大畠地区 2 箇所の警察官駐在所の統合移転計画に合わせまして、その移転先であ

る大畠駅前倉庫、旧わかくさストアーのことですが、解体撤去を行い、解体後に県警に駐在

所用地として一部を売却することといたしております。 

次に、海岸保全単独事業です。 

この伊保庄漁港の初田防潮堤（はつたぼうちょうてい）は波返し等の施設がないため、波

が高いときは越波して柳井南小学校周辺に被害を及ぼしていました。柳井南小学校は災害時

の避難場所でもありますので、安全に利用できるように整備をさせていただくものです。こ

ちらは延長 75ｍとなっております。 

次に、妊婦健康診査、乳児健康診査事業です。 
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妊婦健康診査に対する公費負担ですが、今年度

より 5 回から 14 回に拡充されております。その

後、県医師会から診療単価が示されまして、公費

負担分の不足が見込まれるため補正をさせてい

ただくものです。なお、新たに里帰り出産時に県

外の診療機関で妊婦健診、乳児健診を受診される

場合に、その費用を公費負担させていただくもの

です。 

次に、緊急通報体制整備事業です。 

これまで対象を 65 歳以上のひとり暮らしの高齢者などの世帯で慢性疾患等により健康上

特に注意が必要と認められる方に限っていましたが、この度条件を緩和し、75 歳以上の一人

暮らしの方で日常生活に不安のある人方にも設置できることとしたものです。ちなみに対象

は、75 歳以上の一人暮らしの方は約 1,200 人、設置の増加見込みは 70 台としています。 

次に、児童福祉施設等整備費補助金であります。 

これは市内民間保育所の耐震化のための改築計画に対し、国庫補助金と併せて補助を行う

ものです。21 年度中の整備を予定されておられます。 

次に、中央公民館外壁危険部補修事業です。 

中央公民館の外壁にはく離が生じ落下の恐れがあるため、現在緊急の措置を実施しており

ますが、その後の復旧補修を行うものです。 

次に、生活に密着した事業です。 

まず、道路維持管理事業ですが、これは市道などの地域生活道路の整備を行うこととして

おります。まず道路維持補修関係ですが、市内 7 箇所の市道の補修整備と暗渠清掃を 1 箇所

実施するものです。 

こちらは、私もマニフェストにもお示しさせていただいていますが、地域生活道路の整備

を実施させていただきたいと言う考えに沿ったものです。 

次に、市道整備事業です。 

こちらは、3 路線の改良工事と 5 個所の舗装工事に伴う工事請負費や用地購入費等の予算

を計上しており、きめ細かな生活道路の整備を行うものです。 

次に、ふるさとの道整備事業です。 

こちらは、地域の住民の皆さん自らの手で地域生活道路等を整備いただくために原材料や

重機の借上げ料等を助成するものです。 

次に、景気・雇用対策ということですが、まず、商品券発行事業の補助金についてであり

ます。 

こういった経済状況でありますから、柳井商工会議所及び大畠商工会が実施されますプレ

ミアム付商品券の発行経費を補助させていただくものです。総額 1 億円の商品券のプレミア

ム部分と事務費の一部を市で助成するものです。 

次に、雇用対策ですが、4つの事業を計画いたしております。 

一つ目はフラワーランドの企画強化支援事業として 2 名を雇用するものです。 

次に、シルバー人材センターの高齢者生きがい対策として環境事業の企画立案に 1 名を雇

用するものです。以上の事業はいずれもふるさと雇用再生特別交付金を活用した事業で 3 年

間の継続事業となっております。 

さらに、緊急雇用対策事業として、環境パトロールを実施いたします。こちらは軽トラッ

クで市内を循環し、道路、公共用地等の清掃や不法投棄の監視などを行っていただくもので、

半年間で 4名の雇用を実現します。 

また、茶臼山古墳の維持管理要員として 1 名を、これは短期でございますが雇用する予定
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です。 

なお、以上の 2つの事業は緊急雇用創出事業費補助金を活用した事業です。 

その他といたしまして、まず産業振興ということで、平郡島の漁業を振興するために、老

朽化している揚荷装置の更新に補助するものです。 

また、山口県が実施されます内海東部地区水域環境保全創造事業に近隣市町とともに負担

金を支出し、藻場の造成を 5年間の計画で実施するものです。 

さらに漁港の維持管理事業ですが、漁港の維持補修を行い適正な管理を行うものです。 

次に、地産・地消の推進ということですが、米飯給食の回数を週 3 回から 4 回に増やすた

め給食センター施設の改修を行うものです。 

次に、教育関係ですが、平成 23 年度から新たに導入される小学校の「外国語活動」の研究

実践校において「英語ノート」等の教材の効果的活用等を実践研究する事業です。 

次に、国体関連ですが、国体競技の高校軟式野球の会場となる市民球場の補修を行うもの

です。また県下一斉で取組む「おいでませ！山口国体・山口大会花いっぱい運動」の一環で

国体推奨花を市内小中学校で栽培するものです。 

次に、財政健全化対策として、公共下水道事業会計の赤字を補てんするために繰出を実施

します。これは平成 20 年度決算から正式導入されました財政健全化法に対応するもので、赤

字会計の事業を解消するものです。 

以上、主な事業等についてご説明させていただきました。 

 

次に歳入の状況について説明させていただきます。市税等の一般財源は全額を当初で見込

んでおりますので、確実に歳入が見込めるもののみ新たに計上しました。国県支出金、市債

等の特定財源は、歳出に見合う額をそれぞれ計上しております。 

繰入金につきましては、平成 20 年度の国の 2次補正である地域活性化・生活対策臨時交付

金を翌年度事業に充当するために積み立てておりましたふるさと振興基金から 6,300 万円を

繰り入れ、それぞれ事業に充当しております。また補正に係る財源不足については財政調整

基金から繰り入れております。 

次に、歳出の状況ですが、人件費の減については、議員定数が来年 1 月から 23 人から 18

人に減少することと現在、議員数に欠員が生じていることにより議員報酬等が減額となった

ものです。 

貸付金の増は、柳井市土地開発公社への貸付金の増額によるものです。当該公社は本市以

外に柳井地区広域事務組合から借入を行っていましたが、その組合が 20 年度末をもって解散

しましたので、柳井市が代わりに 4 億 5,400 万円の貸付を行うものです。 

積立金の減については、財政調整基金積立金の減額によるものでございます。当初予算編

成時に財源調整として取りあえず計上しておりましたものを取止め、補正財源としたもので

す。 

普通建設事業の増は、市道整備事業、市民球場施設改修事業、県事業負担金等の増額が主

なものです。 

以上、平成 21 年度 6月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。 

 

(朝日新聞記者) 

 質問をよろしいですか。商品券のことですけれども、商工会議所と商工会の要望に沿った

金額と推定されるのですが、運用の仕方によっては、地域により混乱が生じた例もあります

けれども、何か助成するにあたって注文をおつけになっていることはないですか。 
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(市長) 

 まず、柳井商工会議所及び大畠商工会に申し上げているのは、全国的に県内他市も含めて、

色んな所で既に取り組んでおられ、それも大変早いスピードで発行されているところもある

状況で、「他がやるからうちもやる」というような考えではやらないでいただきたいと。せっ

かく貴重な税金を投入して、発行させていただくわけですから、最大限の効果をあげていた

だきたいということで、まず慎重にいろんなアイディアを出し合ってより良いものを発行し

ていただきたい、とお願いしております。 

 

(朝日新聞記者) 

 具体的な注文はないですか。 

 

(市長) 

 例えば、期間が長すぎても、果たしてより効果が少なくなるのではないかという視点もあ

ります。また、これは私のアイディアを直接お伝えいたしておりますが、単に地域の経済を

活性化するということだけではなくて、例えば、来年 2 月には新市誕生 5 周年を記念した商

品券にしたり、他と一緒ではなく何か独自性を持っていただきたいと。これは直接市民の方

からも私に対して要望・ご意見をいただいております。 

 

(柳井日日新聞記者) 

 緊急雇用対策事業のクリーンパトロールが、半年 4 人で事業費が 869 万円と高額なのです

が、計算すると一人 1か月当たり 36 万円と大変高額なのですが、これはどのような内容なの

ですか。 

 

(経営企画課長) 

 いわゆるトラック借上等の物件費を含んだ形で計上しています。トラックの借上と人の雇

用を含んで外部委託する事業です。基準がありまして、全体の 7 割以上が人件費、3 割が先

ほど申しましたトラック借上料その他の経費です。 

 

(朝日新聞記者) 

建築物の制限に関する条例の制定について、簡単にどういったものなのか教えてください。 

それから、昨年度の景観法に基づいて、柳井市は景観行政団体になったんですけれども、

どういう景観をデザインしていくかという組織がまだできていなかったり、その辺りの関連

も含めて、景観行政団体としての取り組みを進めるのとは、また別関係になるけれどもそれ

を含めてどういう景観を作っていくのか、基本的なところを、とりあえず具体的な内容がわ

かれば。 

 

 

(市長) 

 はい、分かりました。白壁通りの近くに琴泉酒造さんという大変大きな酒造会社があった

んですが、そこが今は、一般住宅用区画として販売をされています。そういった状況の中で、

例えばそこに高層マンションが建つと、白壁通りからの景観も著しく影響があるということ

で、高さ制限を設けて、白壁通りもこの柳井市の貴重な観光資源ですから、そこを守ってい

くと。具体的にはそこを狙って、今回条例の制定をさせていただくものでございます。 
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(朝日新聞記者) 

 景観行政団体の取り組みは、どういった景観をデザインするかという準備組織をまず作る

というのが、よその町では基本としてありますが、ここではまだできていないですね。 

 

(市長) 

 まだ具体的には、私が市長になりましてからは取り組みをさせていただいておりませんけ

れども、これからの取組のお話とご理解いただければと思います。 

 

 

(柳井日日新聞記者) 

 国体関連で、柳井市民球場を改修されるということですが、どういう部分の改修ですか。 

 

(市長) 

 例えばスコアボードの改修やベンチなども対象に入っています。 

 

(経営企画課課長) 

 細かいところですと、ラバーフェンス、緩衝材の改修が含まれます。 

 

(周南新報記者) 

 グラウンドの補修とか、ネットの新設とかは一切含まれていない？ 

 

(経営企画課課長) 

 そちらの方は含まれていません。今若干市長が申しましたようなスコアボードや緩衝材の

改修です。 

 

(柳井日日新聞記者) 

 照明をつけるとかはない？ 

 

(市長) 

 この予算金額では無理ですね。桁が違うかと。 

 

(柳井日日新聞記者) 

 就任されてもう 2 か月経ったんですけれども、マニフェストの中に広域合併についての項

目があったんですが、そのことについてはその後接触をもたれた方などは。 

 

(市長) 

 就任してすぐに周辺の自治体の首長にご挨拶に参りました。その中の雑談的な話として、

具体的には平生町長、田布施町長とはこの話題が若干出ましたけれども、両町ともそういっ

た状況にはない、というようなニュアンスで終わりました。従いまして、今すぐにこちらと

して何かアクションを起こすというようなことではなくて、連携を今まで以上に強めていく

という点では、皆様と一致していると思っております。 

 

(柳井日日新聞記者) 

 就任してからの率直な感想と、6 月議会に向けての抱負をお聞かせください。 
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(市長) 

 はい。ちょうど 2 か月経った時点でありますけれども、まさに率直に申し上げると、いろ

んなやはり市長には行事の出席要請が多くて、非常にスケジュールとしては毎日詰んでおる

中ではありますが、今必死にいろんなことに慣れていこうとしています。つまりは、私が経

験するありとあらゆることが初めてのことでありますので、それを積み重ねることによって、

いろんな面で慣れていき、また、精神的にも落ち着いた状態で執務ができるようになってい

きたいという思いであります。それと同時に、一番これはいろんな場面で申し上げているこ

とですが、やはり市長一人では何もできないと。仕事をさせていただくにあったっては、当

然多くの市の職員の力を結集していただくことと同時に、多くの市民の皆様がいかに行政に

ご協力をいただいているかということに、改めて実感する日々であるなあと思っております。 

 また 6 月議会につきましても、本日臨時議会ということで初めての議会を開催し、所信の

一端を述べさせていただいたわけではございますけれども、やはりより建設的な柳井を良く

していくための議論が一番できる場であるというふうに認識をしておりますので、ぜひ活発

な議論をさせていただきたいと思っております。 

 

(中国新聞記者) 

 予算の話に戻るのですが、編成方針の中で 6 つ位あげていただいていますが、新規事業も

いろいろありまして、市長の中で特に思い入れの深い実施事業を 2 つ 3 つあげていただけれ

ばと、この補正予算が事実上、井原市政のカラーを出す最初の予算だと思いますが、編成し

て自分なりの評価をお願いします。 

 

(市長) 

 メディアの方も含め、注目もされておられるのが、福祉医療の問題ですね。この点につい

ては、先ほども説明の中で申し上げましたけれども、他市の状況がどうこうではなくて、当

初から市として何とかここは頑張れないかということは、担当課にも伝え実現できたという

ことで、一つ私が目指すところ、この政治を志している上で大事にしたいところのまず第一

歩を踏み出せたかな、というふうには思っております。 

 そうは申しましても、6 月補正ということでありますので、本格的に私の思いを込めて 1

から予算編成ができるという意味においては、やはり平成 22 年度予算からになるということ

はいたしかたないのかな、と思っております。 

 もう 2、3あった方がいいですか。 

 

(中国新聞記者) 

 あればお願いします。 

 

(市長) 

 それぞれ思いがあるからここにあがってきているわけですが、敢えて挙げさせていただく

とすれば、先ほども申しましたけれども、地域生活道の整備ということでは、今回、多めと

いいますか例年よりは集中的にお願いしておるというところでございます。 

 

(中国新聞記者) 

 財政的に厳しい状況だと思うのですが、市民に近いというか、生活に近いところに相談員

制度とかを実施しているように感じるのですが、そういう生活に近いところに意識が向いて

いるような感じを受けたのですが、その辺は。 
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(市長) 

 就任して 2 か月という期間の中でも、いかに市民の皆様の実態に即した施策を実行してい

かないと、なかなか市としてこれがいいと思ってやったところが、実際は当事者住民の思い

とはずれていたり、そういったことがあるかと思いますので、当然、それぞれの事業につい

ては、市民の皆様の思いにより近付けたというか、より反映したものにしようという努力は

させていただいておるわけでございまして、そういった意味では、今おっしゃっていただい

たように市民の皆様の生活に密着をしていると、私は自負をさせていただいてもいいかと思

っております。 

 

(柳井日日新聞記者) 

 昨日、大畠地区地域審議会の方で、学校統合のお話があったかと思うのですが、6 月に白

紙に戻されるということを言われたんですが、これは学校整備計画を白紙に戻すということ

なんでしょうか。 

 

(市長) 

 はい。いったん白紙に戻して、改めて具体的に詰めていかないといけないのですが、各地

区に私も含めて出かけて行って、その場で地域の皆さんのご意見を直接お伺いして、その地

域の問題の解決をしていきながら、今後の形を定めていくということになりますけれども、

当然、その作業を進める中で、今ある小中学校の整備計画についても、これを全くなかった

ものにするんじゃなくて、多くの労力がかかっているものですからそれを参考にしていただ

くことも、それは当然あると認識しております。 

 

(毎日新聞記者) 

 財政調整基金の繰り入れは、いくらですか。 

 

(経営企画課長) 

 補正予算書の 11 頁に、財政調整基金繰入金として 1,148 万 8 千円。それと 14 頁に財政調

整基金の積立金の減額補正、積み立てる予定を取りやめたものを財源として、14 ページの中

ほどにあります金額が三角がついて 2億 3,667 万円です。 

 

(毎日新聞記者) 

 プレミアム商品券についてなんですけれども、基本的には本当に市長がおっしゃるとおり、

タイミングがどうなんだろう、といったところなんですけれども、いわゆる税金で 1,250 万

円。プレミアムと、なおかつ 250 万円というのは、券を作ったりとかを税金から出すという

ことになると思うんですが、どういう説明を受けて、それだったらやろうと判断をされたの

ですか。具体的にいつからいつまでどういう目的でやりたいから、1,250 万円の税金を出す

と判断をされたのですか。 

 

(総務部長) 

 9 月発売で 1月までと聞いています。今のところですよ。 

 

(毎日新聞記者) 

 結局、アイディアは一般から、経費は市の税金から出して、商工会議所が持つ分が見当た

らないものですから、よっぽど説得力のあるお話があったのかと思ったのですが。 
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(総務部長) 

 このうち 1,000 万円の財源については、いわゆる国の二次補正を充てておりますので。 

 

(毎日新聞記者) 

 ああ、財源があると。 

 

(総務部長) 

 純粋な税というのは、事務費で 250 万円ということでございます。 

 

(毎日新聞記者) 

 まあ国から来たのも… 

 

(総務部長) 

 当然、税金です。 

 

(毎日新聞記者) 

 まあ充てる財源があったから、そういう話ですね。 

 

(市長) 

 期間については、いつからいつまでにするというのは、提案どおりになるかはこれからに

なるかと思いますが、ある一定の期間に、1 億 1,000 万円の消費がこの柳井地域で行われる

という効果はあるかないかで言えば、これは必ずあるわけです。ただ、その効果を最大限に

高めていくためには、やはりいろいろなアイディアを出していただかなければならないと。

効果を認めてやることはやりますが、もっとアイディアを出してくださいという段階で、今

アイディアがあがってくることをまだ待っておる状況ではあります。 

 

(毎日新聞記者) 

 例えばこれはアルクとかゆめタウンとかでも使えるものなんですか。それとも商店街のみ

で使えるのか。 

 

(市長) 

 ゆめタウンさん等でも使えると聞いております。 

 

(毎日新聞記者) 

 分かりました。 

 

(総務課長補佐) 

 よろしいでしょうか。ないようでしたら、以上で会見を終了いたします。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。 


