
防災・減災対策
　　 後援会

Ohba Michiyoshi kouenkai News
ニュース大庭みちよし

大庭みちよし      検  索

No.159
2014
春号

皆様からのご意見お待ちしています。
大庭のホームページ 大庭通嘉後援会

〒437-0055  袋井市土橋187
ＴＥＬ０９０－２１３８－９２２０
FAX 0538－42-1925

発行所

事務所

■袋井市の防災・減災対策
　平成26年度の袋井市の防災対策は、下の表のように袋井市地震
・津波アクションプログラム2013のもとに総額11億1340万円とい
う大型の予算を組んでいる。
　3年前の3.11震災以降、袋井市はいち速く津波の被害対策として、
避難施設整備に着手し、学校や民間の建物に避難用の階段等設置を
してきた。また、鉄骨製の避難タワーを設置すると共に、半永久的
に残る土盛りの命山も整備し、今年度も残る３カ所に命山を整備
すべく準備が進められている。また、公共施設の建物の耐震化は
既に終了しているが、避難場所となる屋内体育館等の天井落下防止
の事業を進め昨年小学校は修了し、今年度中学校もすべて終了す
る予定となっている。さらに、学校のガラスの飛散防止工事は平成24年度で全学校の張り替えが一巡し、25年度か
ら2巡目に入り今年度3校を実施する。
　また、ライフラインの対策として上水道施設36施設のうち、あと6施設が未整備の為に、来年までに耐震化を進
めていく。水道管についてはΦ150ｍｍ以上の耐震化が31.7％と低く,更新を急いで進めていく。液状化による下水
道のマンホールの浮上については、調査の結果76箇所において10cm以上の浮上が想定されることから、計画的に
改良を進めていく。
　避難道路に倒れるブロック塀の耐震化を促進する事業では、これまで撤去219件、改善29件を進めてきたが、今
年度は、緊急輸送路沿いと海岸地域は補助率1/2から10/10とし、上限20万円を40万円に引き上げて早急な対策を進
めていく。とくに、住宅の耐震化では本市の住宅総数31,210棟の内、耐震性を有する住宅28,121棟で90.1％となっ
ているが、昭和56年以前の建物3,901棟のうち補強済みが812棟と少なく課題となっている。ところで本市の一般
住宅の耐震補強の補助率は一般世帯で90万円、高齢者世帯110万円と県下でも最も補助率は高い。
　なお、昭和56年～平成12年までの建築物は耐震化の評定が0.7（S56年以前の建築物は評定：0.3、H12以降1.0）の建
物を市独自で調査しているが、昨年末現在、89棟の調査の内1.0以上の評定のものは7棟しかなかった。0.7有るはずの
建築家屋だが、0.7未満の耐震性の低い建物が、62棟と全体の約7割のもに及ぶことが判明したことは大きな問題で、
今後こうした建物をどのように対策していくかが大きな課題となる。

　桜前線が北上中です。
　後援会の皆様、いかがお過ごしでしょうか。日頃は大庭
後援会に対しまして、格別のご指導・ご支援を賜り心より
厚く御礼申し上げます。
　ところで、一昨々年の東日本大震災から早３ヶ年が経
過をいたしました。津波や原発災害のもと、今なお、避難
生活を余儀なくされている多くの被災皆様に重ねてお見
舞い申し上げます。
　袋井市でも発災後、防災対策には行政、議会をあげて
全力で取組んでまいりました。とくにこの3年間の市の防
災対策予算を見ますと、平成24年度に11.77億円、平成25
年度に11.10億円、平成26年度も11.13億円（裏面袋井市
の取組参照）と総額約34億円もの予算をあて、命山など
津波避難施設整備をはじめ、ライフラインの整備や、住宅
の耐震化など、積極的に取組んでいます。
　南海トラフの巨大地震など、災害がいつ発生してもお
かしくない今日、災害に迅速な対応ができる、さまざまな
取組を引き続きしていかなければなりません。
　さて、平成26年度の本市の予算の大要を審議する2月

定例会が開催されました。原田市長からは今年度の本市
の重点政策として「健康文化都市への新たなステージへ」と題し、
①健康づくり②子ども子育て支援③防災減災の推進
④市民と行政のパートナーシップの推進⑤企業誘致と6次
産業化の推進⑥賑わいのある快適な都市空間の創出など
6項目が施政方針として示され、議会においても様々な観点
から活発な議論が展開されたところです。
　こうした定例会と平行して、多くの事業も着実に進めら
れています。待望久しかった浅羽海岸に砂を戻すサンド
バイパス事業の起工式が3月21日に、また、市の消防署山
梨分遣所の竣工式が3月28日に、さらには上の写真のよ
うに旧市民病院施設をリニューアルして休日急患診療室
の開院式が4月6日にそれぞれ行われました。
　いずれにせよ、今年は合併10周年の節目の年です。
と同時に平成28年度から向こう10年間を見通した市総合
計画を策定する、その準備の年にもなります。
　多くの課題が山積していますが、私もこれまでの経験
を生かして今年度も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。
　　　　　　　　　　　　　市議会議員　　大庭通嘉

袋井市休日急患診療室が 4月 6日開院した。これまで市内各医院が当番制で診療を受け
持っていただいてきたが、今後旧市民病院の一角をリニューアルし、休日・祝日・年末年
始の９～ 17 時、医師 2人体制で診察がスタートする。一方平日・夜間は当番医制を継続
することになる。土曜日は各開業医が対応。右の写真は、診療室内部のようす。
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市税
　46.2
　144.8 億円地方交付税　

　　9.62

県補助 5.9

国補助
　11.8

市債
　10.4

依存財源
　　　43.3

自主財源
　　56.7

補助費
17.2

繰入金 4.1

袋井市平成 26 年度一般会計予算 単位：％

　平成２６年度予算　＆　「平成 2５年度補正予算（好循環実現のための経済対策 18.9 億円）」示される袋井市 2月定例議会報告

歳 入 歳 出

○みつかわ夢の丘
　　　　　公園整備事業
　　平成27年度供用開始予
　定。和式1220区画、芝生
　墓地690区画、壁型墓地
　395区画。今年造成工事
　着手。需要調査も実施。

物件費 16.5

その他
　 12.0

人件費
14.2　44.6 億円

投資的経費　
　　12.0

その他 10.5

経常的経費　
77.5

扶助費 15.7

操出金
　10.2 補助費

17.2公債費
12.9

その他
　13.3

平成26年度2月定例会は、さる2月25日に開会し、右表の一般会計他2４議案が市
長より提案され、それぞれ審議の結果可決承認され、3月24日、28日の会期を閉じ
ました。

□ 2月定例会開会

・平成26年度袋井市一般会計予算について
・袋井市私債権等管理条例の制定について
・袋井市命山条例の制定について
・袋井市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて　教育長 鈴木典夫氏
・袋井市新市建設計画の変更について　　ほか　　　　 市長提出議案２０件　全議案可決

□ 上程議案一覧

　平成26年度の袋井市の一般会計は313.6億円で、前年比4.9％の減、また、特別
会計、企業会計を合わせた総額は516.26億円で2.6％減となりました。　歳入のう
ち市民税と法人税の合計で前年対比8.1％増の59.6億円、固定資産税が0.1％減、
都市計画税1.1%増で、市税全体としては1.5%増の144.82億円の計上となりました。
　地方交付税は11.1%増の30.0億円、市債は中部学校給食センター等大規模な事
業が昨年終了し25.8%減の32.48億円となりました。これにより実質公債費比率は
12％程度（公債費が財政に及ぼす負担で18％以下が望ましい）、地方債の現在高
（借金）は昨年より4.8億円減少し、265.5億円、基金（貯金）は7.4億円減の64.6億円
となります。

□ 平成26年度予算の概要（歳入）

□ 主な事業の概要（歳出）

□ 市政運営の重点戦略
新年度の重点政策　「健康文化都市への新たなステージへ」
○健康づくり施策の充実へ　高齢社会を見据えた推進体制
○子どもが輝くまちへ　子ども子育ての支援充実
○防災先進都市へ　防災減災対の着実な推進
○地域と女性が輝くまちへ　市民と行政のパートナーシップの推進
○成長産業の立地育成へ　企業誘致と6次産業化の積極的な推進
○未来へつなぐ魅力あるまちへ　賑わいのある快適な都市空間の創出

〈単位：万円　対前年増減率〉
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3,136,000

833,200

62,600

30,000

189,100

7,000

16,400

567,100

1,690,640

235,660

100,300

335,960

5,162,600

〈◎新規事業　単位：万円〉
□ 平成26年度主な事業一覧

総合健康センター開設準備
たんぽぽ第2保育園建設補助
3地区（中新田・湊西等）命山整備
ブロック塀等耐震改修促進事業　         
袋井駅橋上駅舎化・南北自由通路　
　　　同事業のH25年度分補正額
袋井駅南土地区画整理　　      　　　    
みつかわ夢の丘公園造成・市営墓地
袋井発市民健康ライフスタイルＰＪ 
サイクルタウン推進事業　　　          
新総合体育館整備事業　　　       　　
子どもの学力向上事業　　　               
地産地消おいしい給食推進事業　                  
消防救急デジタル無線整備事業              
市制施行10周年記念事業　　　               
河川・海岸愛護事業　　　　　            
資源ゴミ拠点回収事業　　　　                   
新総合計画策定事業　　　　　　           
中遠聖苑リニューアル事業　  　              

　
　　　　　  　　　　27,700

8,800
  26,300
1,000
13,000
128,900
800

33,200
584
500
3,985
354
611

11,368
963
4,531
 　596
1,249
1,300

事業の主なものとして、旧市民病院に健康センターを開設する準備として、2.77億円、
待機児童0を掲げ、たんぽぽ第２保育所建設に8,800万円、津波避難対策の命山建
設に2.63億円を予算化し、残る３カ所の建設に向け事業を推進するとともに、震災
対策としてブロック塀等耐震改修も促進していきます。また、今年の秋開設されるＪ
Ｒ袋井駅舎関連に14.19億円を、関連して、袋井駅南の土地区画整理を推進するた
めに800万円も計上されています。また、以前より準備が進められている市営墓地み
つかわ夢の丘公園の造成に3.32億円が計上されました。さらに、日本一健康文化都
市に向け健康ライフプロジェクトを進めるとしてに584万円も計上され、糖尿病対策
など新たな取り組みも予定されています。新しい市民体育館を平成28年度以降建設
する計画が立てられていますが、今年はついに3,985万円の予算が付けられました。
　これら以外にも、子どもの学力向上事業や、おいしい給食推進をするための予算
化や、消防救急デジタル無線事業、浅羽と袋井の合併10周年の事業、資源ゴミの拠
点回収事業や、平成28年度からの新しい総合計画策定事業、中遠聖苑のリニューア
ルも計画されています。とくに、大庭議員から提案された、河川愛護には昨年2,620
万円が4,531万円に増額され、昨年以上の市による草刈り支援が予算化されました。

総　　　　　　　　計

○新総合体育館整備事業

　　今年度基本計画を策定。
　整備手法の検討。現在建
　設場所をパイオニアkk駐
　車場を予定しており、用
　地交渉を進める。

○総合健康センター
　　　　　　　開設準備
　　旧病院跡地の聖隷病院
　は現在一般50床で開設。
　今秋療養50床予定。社協、
　保健センター機能も合流し
　H27.4開設予定。

○河川愛護活動

　　手押し大型草刈機購入。
　自治会への燃料20Ｌ→30Ｌ
　に増量。草刈面積の広範
　囲地区支援6万㎡→25万㎡
　×2回、危険6万㎡×2回。

○消防庁舎整備・
　　　　デジタル無線整備
　　今年度新消防庁舎の基本
　計画を策定。袋井警察署北
　側県道沿い約1万㎡の敷地
　に平成32年度竣工予定。
　無線デジタル化も事業化。

○ＪＲ袋井駅舎、
　　　　　　橋上駅舎化　
　　袋井駅舎南北自由通路開
　設。南口広場整備着手。
　平成26年秋駅舎竣工予定。
　駅南区画整理も実施予定。

○命山整備

　　現在避難タワーと命山
　が一基づつ整 備済。今年
　度中新田、湊西命山整備。
　東同笠・大野地区用地
　取得予定。

○たんぽぽ第2保育園建設

　　平成27年4月開設に向
　け、新設認可保育所 たん
　ぽぽ第2（定員70人）に
　施設整備の支援をする。

給与削減しなかった影響は？
問　昨年、国の方針を経て、職員給与
削減7.8％が７月より今年の３月まで
行われている。これは職員給与を削
減し、防災、減災等に充てるという名
目で国の要請だった。

（ラスパイレスとは：国家公務員の給与を100
とした場合の地方公務員の給与水準を示した
指数。　　－は給与削減未実施市町）

　本市の対応は。また、削減しなかっ
たところは国が交付税を削減すると
言っている。その影響はどうか。

答　本市においては行革の取り組み
として職員数の削減や人件費の削減
を行ってきており、本市と同じ類似団
体、全国13市の中で人口１人当たり

クト※は、糖尿病予備群の方を対象
に、白茶、黒茶を３カ月間飲用して貰
い、血糖値の上昇抑制効果を確認す
る。具体的には白茶、黒茶のティーバ
ッグと水筒を配付し、各自で毎日、水
筒に熱湯とティーバッグを入れてお
茶をつくり、１日500ミリリットルずつ
飲用をして貰う。事業の実施前、中間、
終了後の３回の血液検査の結果を比
較して、その有意差を見る。
　また、袋井発チャレンジメタボ脱出
運動プロジェクトは、メタボリックシン
ドロームを解消するため、有酸素運
動を組み合わせ、３カ月間、週に１回
の教室を昼と夜、２コースで開催する。

再答※白茶、黒茶の飲用で糖尿病予
防効果をみるもので、進め方につい
ては倫理委員会にも諮る。

避難施設は３（全部で5）カ所か？
問　今年度事業推進する3カ所の命
山の設置に向け予算化しているが、
地元から4カ所（全部で６）の要望書が出
されている。方針変更の考えはあるか。

答　当初予定通り3カ所の命山整備
に向けて東同笠・大野地区の皆様方
に対して市の整備方針を説明し、御理
解をいただいた上で整備箇所の選定
に向けて協議を進めたい。

の人件費が３番目に低く、全国的に
みても人件費の抑制に努めている。
その為、給与減額を実施しなかった。
　給与減額に応じなかった県内市町
は、市で、本市と熱海、富士宮、伊東、
磐田、湖西、御前崎の7市。また、町で
は、東伊豆、川津、南伊豆、長泉、小山、
吉田、川根本町の7町。
　なお、平成25年７月から平成26年
３月まで平均7.8％の給与減額を行っ
た場合、約１億6,000万円となる。地
方交付税への影響額は、現時点では
算出できない。

定年退職者の再雇用は？
問　平成26年度から初めて導入する
定年退職者再雇用の方針についてど
う進めるか。27年度までの定員適正
化計画では548人の職員を44名減ら
し、一方では非常勤嘱託職員は、183
名から19名増加し202名になってい
る。さらに定年退職者の再雇用を加え
ると人員増になるが、今後の人事政
策は。

答　再雇用の予定人数は、平成25年
度の定年退職者は16名、そのうち８
名が再雇用内定済みである。非常勤
嘱託職員と同様に、全員がフルタイム
の勤務を希望している。定員適正化
計画により正規職員は削減している
ものの、非常勤嘱託職員は増加してる
為、任用は必要最小限にとどめている。
いずれにせよ、事務事業に見合った
職員配置や新規採用を行い、少数精
鋭で効率的な行政運営に努めていく。

健康事業をどう進める？
問　糖尿病対策を進めると言うが、そ
の進め方は適切か。

答　袋井発チャレンジ健康プロジェ

一般会計総額 313 億 6,000 万円（前年度比 4.9％減）
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