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最近の話題より 全員協議会の報告から

　浅羽湊地区に建設中の命山について2件の報告がされた。
　1件目は、命山の高さを12ｍから10ｍに設計変更するという
もので、この高さ変更は、国や市独自のシュミレーションから算
出した結果、命山建設地周辺に到達する津波の浸水深は１ｍ
～２ｍ程度のため命山の高さを下げても安全は確保出来問
題は無い。また、機能性など総合的に判断してみても10ｍが最
適との結論が得られたと言うものだった。当初、命山の高さを
12ｍにしたいとの説明をしていた時点での、命山周辺の津波

の浸水深は5.6ｍだったが、その後、国が発表した浸水想定や、袋井市独自の厳しいシュミレーションで
も浸水深が２ｍ程度で大丈夫というものだった。
　さらに、2件目の工期遅れについての報告では、命山に使う太田川から搬入している土質にバラツキ
があり、地盤改良が必要と言うことで、２ヶ月工期が遅れるというものだった。議会では、これら説明に本
当に安全が確保できるか、など多くの厳しい意見が交わされた。その後、市は6月30日、湊地区での地
元説明会を行い、高さを下げ、2ヶ月遅れの工期で10月末迄に完成させるとしている。
　尚、6月27日、県が発表した駿河トラフ・南海トラフ沿いの地震・津波による４次被害想定による袋井
の最大死者数は、建物倒壊600人、転倒落下等、50人、津波10人、火災70人、合計600人と想定され、引
き続き万全な防災対策を推進していかなけれならない。

□命山の設計変更　　6月3日全員協議会
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　梅雨も明け本格的な夏の到来です。後援会の皆様、いかが
お過ごしでしょうか。
　日頃より大庭後援会に対しまして、格別のご指導を賜り心
より厚く御礼申し上げます。また、先の４月の選挙では後援
会皆様の絶大なご支援で、三たび市政壇上に送っていただ
きました。改めましてご支援いただきました多くの皆様に心
より感謝、御礼申し上げます。
　さて、当選後の５月14日には、初の臨時会が招集され、教
育委員や公平委員の選任、そして、私達議会の各種役職人事
が行われました。この人事で私は議会選出の市監査委員を
拝命することになり、早速、その任に就かせていただいたと
ころです。さらに、６月３日からは、恒例の６月定例会も開催
され一般会計補正予算など各種議案の審議が行われました。
　ところで、４月の選挙戦では、巷間、争点がない、などとも
言われてまいりましたが、私は浅羽・袋井が合併して10年、そ

して、この４年間には、袋井市の平成37年度までを見通した
総合計画策定も予定されていることから、これまでの総括と
今後の将来ビジョン決定していく大変重要な期間であると受
け止めております。
　今回の6月定例会は、市長も私も改選後初議会でもあり、
私はそうした認識のもと、市長の政治姿勢について、特に市
長公約の実現性や今後の市政運営のあり方についてそれぞ
れ一般質問させていただきました。
　当日は、４０人を超す多くの皆さんが傍聴に駆けつけ応
援をいただきました。本当に有り難うございました。
　いずれにせよ、新たな議会がスタート致しました。私も初
心に返って、これまでの経験を生かして、一層頑張ってまいり
ます。倍旧のご指導、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。
　

暑中お見舞い申し上げます。
　　　　　　日頃のご支援に心より感謝申し上げます。　

袋井市議会議員　大庭通嘉

満車になっている新病院駐車場満車になっている新病院駐車場

利用客で混み合う新病院ロビーの様子利用客で混み合う新病院ロビーの様子

袋井市と掛川市との両市で建設した、新病院が5月1日開院した。全国初となったこの病院には、中東遠の拠点病院としての機能が
期待されている。開院後、2ヶ月余が経過し、1日あたり入院患者約350人、外来患者約1,000人余の多くの患者さんが利用している。

＜中東遠総合医療センター開院＞

命山での避難訓練命山での避難訓練

　ＪＲ駅舎が今年４月解体工事に着
手、６月から南北自由通路新設及び橋
上駅舎化事業が本格的し、新駅舎の
杭・基礎工事に入った。これにより来年３月末に外装工事を終え、内装工事、そして、来年秋頃に供用開
始となる。また、新幹線北側24.4ｈａの土地利用について、上の図のＥ・Ｆ・Ｇの8.8ｈａは土地区画整
理事業を、また、Ａ・Ｃ・Ｄの13.6ｈａは民間開発のまちづくりを進め、Ｂ地区は検討エリアから除外す
る。さらに今後はＣ・Ａ・Ｄ地区にそれぞれに検討委員会を立ち上げ治水対策と整合性を図りながら、
土地利用を検討していくことになる。
　議会側からは、駅周辺は市の中心核でもあり、市がしっかりしたまちづくりの方針を定めて事業推進
するべき。ＳＣ（ショッピングセンター）進出が予定されているようだが、国本のＳＣ失敗の経験を生か
せなどといった多くの意見が出された。

□駅南まちづくりの進捗　　6月21日全員協議会

JR袋井駅舎の完成予想図JR袋井駅舎の完成予想図

　最近、大庭議員は地域の有志の皆さんと郷
土誌づくりに取り組んでいる。弥生時代から現
代に至る地元「ふるさと土橋」の資料作りだ。
　作成過程で、この度、明治23年、当時の郡区
画（磐田郡・周智郡等）のあり方について国に
宛てた建白書が発見された。国に要望した21
名の町村長の平均年齢は実に40歳。温故知
新。明治の若きリーダー達にまちづくりを学ぶ
ことは実に多い。

活動のあれこれ

皆様からのご意見お待ちしています。
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4月14日～21日の選挙戦を経て当選した大庭議
員は、他の19人の議員と共に翌日当選証書を市
選挙管理委員長から授与された。今回の選挙で
は多くの新人議員が立候補し、結果、議会には5
人の新人が加わることになった。

2013.４.22

５月14日議会人事を受けて、大庭議員は袋井市
の監査委員に選任された。毎月の市全体の出納
検査や水道、病院の定期監査を行っている。7月
には、決算監査があり全課を対象に実施される。

2013.5.14

袋井駅南北自由通路新設及び橋上駅舎化工事
安全祈願祭が市及び工事関者が出席して行われ
た。平成26年秋の竣工を目指し工事が進められ
ることになる。

2013.5.23

6月1日、聖隷袋井市民病院が開院した。平成28
年に150床体制になるように今後、リハビリ病床、
療養病床、一般病床を各50床ずつ整備していく
予定。

2013.6.1
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　平成25年度5月臨時会は、4月21日市議会改選を受け、5月14日に開会し、市長よ
り提出された人事案件、教育委員や袋井市外4組合の公平委員、監査委員等を同
意すると共に、議会議長をはじめ議会人事を決めました。
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５月臨時会
６月定例会 議会報告

□ 5月臨時会開会

　平成25年度６月定例会は、６月３日開会し、平成25年度袋井市一般会計補正予
算など、市長提出議案18件、議員提出議案５件をそれぞれ可決承認し6月21日、19
日間の会期を閉会しました。

□ ６月定例会開会

　6月定例会に提案された一般会計は、市民体育館など市内22施設の平成26年か
ら３0年までの指定管理委託に関する議案が主なものでした。指定管理とは公の施
設の管理・運営は地方公共団体（市・町等）がこれまで行ってきましたが、平成15年自
治法の改正により、袋井市でも合併後の平成18年からこの制度を導入してきました。
これにより、多様化する住民ニーズに対応出来ると共に、特に、市がやれば、全体で5
億円の経費がかかるものが、4億円で済むなど経費節減にもなっています。
　大庭議員からは、こうしたメリットを認めつつも、本来行政が進めるべき住民サー
ビスの低下にならないよう、指摘・要望しました。
　また選挙公約をもとに市長の退職金を支給しないとする原田市長の提案は、市民
の中にも賛否はありましたが、本人の選挙公約を尊重し大庭議員も賛成しています。
　さらに、副市長はこれまでの村田、池野両副市長の任期と共に、新たに前理事の
吉岡伸夫氏が副市長に就任しました。これまでの2人制により病院事業や防災対策
など、各種事業が大きく前進してきたことは、両副市長の大きな功績と言えます。
　今回新たに就任した吉岡副市長は元学芸員でもあり、袋井市の史実には造詣も
深く、今後そうした歴史観をもって袋井市の発展に貢献して貰いたいものです。
　尚、議会に、議会改革、地域医療、防災対策の3つの特別委員会を設置し、各テーマ
毎これまで以上に掘り下げた議論を進めることになりました。

□ 主な議案より

市長提出議案
　・平成25年度袋井市一般会計補正予算（第1号）について
　・袋井市長の退職手当の特例に関する条例の制定について
　・袋井市副市長定数条例の一部改正について
　・袋井市風見の丘条例の一部改正について
　・袋井市副市長の選任につき同意を求める事について　他　13件
議員提出議案
　・特別委員会の設置について
　・南海トラフ巨大地震対策の推進と法整備を求める意見書について　他　3件

□ ６月定例会の議案

市長提出された人事案件
　■袋井市外4組合公平委員会委員
　　高木　雅之氏（新屋）
　■教育委員会委員
　　教育長　小林哲夫氏（方丈）　伊藤静夫氏（神長中）
　■監査委員
　　原田達巧氏（菩提）　　議会選出　大庭通嘉　議員（土橋）が選出されました。

□ 大庭議員は市監査委員に選出される

（6月定例会）　大庭の市政に対する
　　　　　　　　　　「一 般 質 問」 から

的開発を目指し検討を進める。
　第一三共の跡地の開発はどのように進め
るか。
　今年9月に閉鎖し、２年位の環境調査が必
要。庁内職員でプロジェクトを立ち上げ第一
三共跡地利用について積極的に取り組む。
　内陸フロンティアを活用した６次産業の
推進についてどのような着地を考えている
か。
　農産物加工所や販売所、農家レストラン
などを立地施設として想定している。具体的
な６次産業事業化の芽を関係者と見い出し、
育て、農業施設の立地や、企業誘致に繋げた
い。
　高校野球の公式戦が出来る野球場建設を
公約したが出来るのか。
　野球場の建設は必要であり、平成28年度
からスタートする新総合計画の策定に合わ
せ、市民やスポーツ審議会の意見を聞きな
がら最適な整備方針について協議を進める。
また、野球場に防災面での機能も組み入れ
るよう併せて研究したい。

　クラウンマラソンのシティマラソンへの格
上げは出来るのか。
　今年は12月8日に予定している。コースに
ついても5月に新たに警察署から承認を貰
った。市を上げて支援をしたい。

■この4年間の
　　　　　市長の基本方針

　4年間市政の舵取りの基本的な方針は
　次の世代に確かな市政をつなげる4年間
として位置づけ、1、少子化対策。2、地震対策、
3、産業振興を進めたい。また、医療面では、
開業医と聖隷市民病院、中東遠総合医療セ
ンターとの連携、磐田病院と得意分野の補
完により切れ目のない医療を確立する。また、
防災面では津波対策や避難施設の再点検、
防災情報が伝わるように多様な伝達手段の

充実を図る。さらに6次産業による新たな雇
用創出も図る。
　この4年間の具体的なイベントスケジュー
ルは。
　市民と行政が役割分担し節目の記念イベ
ントに取り組む。
　教育施設や行政施設、橋や橋梁、道路、公
園など、老朽化で後年度負担も心配されて
いる。しっかりした財政計画を立てるべき。
　施設の長寿命化で財政負担を軽減するな
ど、公共施設マネジメント計画をもとに財政
計画に反映する。現時点での長寿命化計画
で算出している公営住宅、公園施設、橋梁だ
けでも年間3億円が必要となる。今後教育施
設の維持管理費が算出されればその維持費
が市財政に与える影響はきわめて大きい。

■浅羽と袋井の合併の総括

　合併時に約束した新市建設計画のやり残
しがある。合併したことにより安く借りられる
合併特例債を使っての事業をしっかりやる
のか。
　総合体育館、中央図書館など実施を目指
して合併特例債を有効に使っていきたい。
　合併による効果額はいくらと見ているか。
　平成17年から平成24年までの8年間で、
普通交付税における効果額は、92億4100万
円と推計している。
　国が後年度交付税で面倒を見るという、
臨時財政対策債も多額な借金となっている。
　指摘の通り、平成17年から23年度までに
74億円借金している。今後可能な限り借入
額を圧縮したい。
　国や県の合併支援は総額でこれまでいく
らとみているか。
　国から、3億6000万円、県から5億円、貰っ
　ている。したがって、先ほどの交付税支援
を含め101億円余の合併効果が出ている。
　合併特例債はこれまで10年を予定してい
たが、昨年の特例債延長法の成立で、5年延
びた。市の対応は。
　袋井市も5年延長で、各種の事業はその中
で対応したい。
　浅羽地区地域審議会の総括と今後は。
　十分寄与していただいている。予定では
10年だったが地域固有の課題を見て判断し
たい。併せて設置期間も検討したい。

■文化の振興

　歴史文化館を開館して2年目を迎える。利
用状況と課題について伺う。
　歴史文化館は平成24年度、４070人、郷土

資料館10,390人となっている。目標は前年増
が目標。今後歴史団体と共同で展示を進め
る。資料の電子データ化も進め公開したい。

　古文書整理の状況はどうか。
　57,000点の古文書の内台帳整理は7割、こ
れまでの編纂事業で2,000点が書き下され
ている。今年度、所蔵品管理システムを導入
し、順次公開できるようにしたい。
　公文書管理はどうか。
　平成23年度法律施行に伴い、平成24年袋
井市文書取扱規程を改正し、管理をしている。
　文化財審議会は以前、年６回開催してい
たと聞く。今後の充実をどのように考える。
　現在、年２回開催となっている。審議会の
委員に講師になってもらい講演会などを開
催している。
　地域住民で作成する郷土誌の作成支援は
どのように考える。
　できる限りの協力をさせていただいてい
る。
　明治23年の郡区画を改正する建白書が発
見された。この古文書をどう評価するか。
　当時の人々の考えを知る貴重なものだ。
　文化財に掛かる人員は、磐田市の半分以
下となっている。今後の文化財整理計画をど
のように進めるか。
　当面は臨時職員やボランティアの協力を
得て、効率的に対応し、文化財整理を計画的
に進めていきたい。

■治水対策

　４月６日の豪雨でも市内各地に被害が出
た。どのように治水対策を進めるか。
　観測データから得られた分析結果を治水
計画に反映させることで対応したい。
　川井の浸水は排水ポンプに問題がある。
対策をすべきだ。
　排水のタイミングを調整し対処する。

■市長公約（マニュフェスト）の　　
　　　　　　その実現見通し

　中央図書館施設内にこども未来館建設す
るとの構想は。
　子供が図書館で疑似体験が出来る未来館
的機能を持たせたものにしたい。建設時期
や規模などは中央図書館構想の中で検討し
たい。施設は今ある３つの図書館を１つに
する案や、うち１館を規模拡大する案、移転
新設など多角的に検討する。構想は学識経
験者などで策定委員会を立ち上げ、平成27
年度、構想策定に向け取り組む。

　海岸防潮堤の高さを管理者の静岡県に何
ｍの高さで要望していくか。
　磐田市、掛川市、御前崎市などと連携し海
岸防災林や防潮堤の整備、さらに、こうした
要望事項を具体化し、今まで以上に県に強く
要望していく。知事には、自転車道の嵩上げ
を要望してある。

　同報無線の個別受信機を全戸配布すると
とのことだが、実現可能か。
　同報無線の個別受信機の配布も必要。デ
ジタル化に併せて配布を検討したい。しかし、
デジタル化に10億円、個別受信機配布に13
億円もの費用が掛かるため、財政計画と整
合させ、計画的整備に向け検討する。
　産業振興と雇用の創出をどのように進め
るか。小笠山開発は、市主体の開発を県が認
めず、民間開発に限るとのことだが、そのよ
うな状況下で企業誘致は可能か。
　民間主体の開発とならざるを得ないので、
希望する企業を誘致し、市として法的事務手
続きの指導や地権者の意向をまとめるなど、
円滑に行われるよう支援したい。
　三川の西山開発はどのように進めるか。
　新東名のＰＡや計画中の豊岡インターに
近く、農用地に指定されていない森林のた
め、内陸フロンティアを拓く地域として長期

図書館の建設どうなるか図書館の建設どうなるか

磐田市の古文書管理磐田市の古文書管理

4月6日の豪雨による浸水4月6日の豪雨による浸水

愛野公園の野球場愛野公園の野球場

クラウンメロンマラソンクラウンメロンマラソン

浅羽の海岸線浅羽の海岸線


