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大庭通嘉後援会ニュース

　後援会の皆様には日頃よりご支援・ご指導いただき、心より感謝御礼申し上げます。
本日は、大庭通嘉の活動の一端を紹介させていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10/28 建設途中の JR 駅舎の
現場の視察会が行われました。

　市制施行１０周年を記念して、 袋井市中学生未来議会が８月１０日～１２
日の３日間に亘って開催されました。
　「中学生が描く、 僕たち、 わたしたちの袋井市」 をテーマに未来を担う
子ども達に積極的に社会に関わってもらいたいという思いを込めて企画さ
れたものです。 市内４つの中学から代表生徒３０名程度がそれぞれ議員と
して議場に臨み、 原田市長や市当局にまちづくりの様々な課題について
質問を投げかけました。
　改正公職選挙法の成立を受け、 来年夏の参議院選挙より選挙権は１８
才以上となります。 若い皆さんの意見は、 今後一層国はもとより、 地方の
まちづくりにとって重要なものとなってまいります。
　当日は、 企業誘致、 ゴミの分別、 袋井駅周辺の商業開発、 保健事業、
教育のＩＣＴ化、高等学校の整備、子育て支援など、多くのテーマについて、
市議会さながらの議論が交わされました。

駅構内に飾られるフォトモザイク

　平成３２年４月完成を目指して大庭議員を委員
長にした総合体育館整備事業特別委員会が開
催されています。建設手法に民間資金を活用する
ＰＦＩ方式導入が当局より提案されているため、そ
の効果を検証すべく議論が交わされています。

　袋井市に子ども達のオーケストラを、との願いの
もと、代表島野泰文氏主宰の月見の里ジュニア
オーケストラが１０月６日スタートしました。入会者に
全員バイオリンが貸与され、大庭議員もサポ－ター
として立ち上げから関わり応援しています。

　袋井市では、河川や道路の改良、福祉や交通、
防災など様々なテーマで、毎年１２００件以上の地
域から要望が市に寄せられています。今年も地域
の役員皆さん共々に陳情活動に同行しました。こ
うした議論の中にまちづくりのヒントが多くあります。

袋井市平成 2７年度１１月定例議会が開かれます。

　平成２７年度１１月定例会は、１１月２４日に開会し、１２月１６日までの２３日間の会期で
開催します。
　今定例会では、市長から平成2７年度袋井市一般会計補正予算をはじめ、コミニュテ
ィ施設条例の一部改正など１５議案が上程されました。
　なお、袋井市議会では、議会改革条例を今年の４月から施行していますが、条例に
基づき、会派による代表質問制を今回の議会ではじめて導入することになりました。こ
の代表質問に市民くらぶを代表し大庭議員が質問する予定になっています。

・平成27年度袋井市一般会計補正予算（５号）について
・袋井市議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償等に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関する条例の一部改正について
・袋井市コミュニティ施設条例の一部改正について
・袋井市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について
・袋井市子ども早期療養支援センター条例の一部改正について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか　　 市長提出議案１０件

（平成27年度袋井市一般会計補正予算（５号）の概要）

債務負担行為として沿岸部の防潮堤整備に係る１２億円を計上。豊沢地区の工業開発発生土６０万
㎥を利用し３．３ｋｍに盛り土する。市の海岸線は全体で５．３５ｋｍ。
その他エコパで開催予定されているラグビーｗカップの準備組織設置事業費３０万円を計上。
　

□ １１月定例会開会

□ 上程議案一覧

１２月１日　代表質問
　大庭議員が市民くらぶを代表し質問を
行います。内容は以下の通りです。お時間
がありましたらお出かけください。

①平成２８年度の施政方針・
　　　　　　　具体的事業について
②地方創生の推進について
③原田市長のマニュフェストの
　　　　　　　総括と今後について
④介護予防・日常生活
　　　　　　　支援総合事業について
　　　　　　　　　　　　　　　など

　日 時 ： １２月１日　ＡＭ１０：１５頃より
　場 所 ： 袋井市議会５Ｆ議場にて

□ 主な議案



主な支出

 ・産科医療施設等整備事業費補助金　　50,000千円
　　　　　　　袋井市方丈に産婦人科医院が進出することになり、市から病院に対し補助する。
 ・職員退職手当基金積立金　　　　　  182,000千円
　　　　　　　職員の退職金を基金として積立をする。
 ・工場立地奨励補助金　　　　　　　    60,918千円　
　　　　　　　雇用の確保、税収の確保に向け市に新たに進出する企業などに、奨励金として補助する
 ・中東遠総合医療センター出資金　　   388,000千円
　　　　　　　袋井市388,000千円、掛川市612,000千円それぞれ支出し、併せて10億円を中東遠総合医療センターに出資し病院経営の健全化を図る。　　他　
　　　　　

平成 2６年度一般会計 決算総額３３７億４６５０万円を認定　ほか

袋井市平成 2７年度９月定例議会報告

□ ９月定例会開会

・平成27年度袋井市一般会計補正予算について
・平成27年度袋井市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について
・平成27年度袋井市介護保険特別会計補正予算（第１号）について
・平成26年度袋井市一般会計歳入歳出決算認定について
・平成26年度袋井市国民健康保険特別会計歳人歳出決算認定について
・平成26年度袋井市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について
・平成26年度袋井市病院事業会計（袋井市立聖隷袋井市民病院）決算認定について
・袋井市個人情報保護条例の一部改正について
・第2次袋井市総合計画前期基本計画について
　　　　　　　　　　　　　　　ほか　　 市長提出議案２６件　議会提出議案２件　全議案可決・認定

□ 上程議案一覧

□ 議決した主な議案

　平成2７年度９月定例会は、さる９月１日に開会し、2８日までの28日の会期で開催しま
した。
　この定例会では、市長から提出された平成2７年度一般会計補正予算をはじめ、平
成2６年度一般・特別・企業各会計の決算認定及び6件の条例制定など25議案と、議員
から提出された２議案が上程され、採決の結果いずれも原案通り可決・認定しました。
　右表は2６年度一般会計歳入歳出決算についての財源別分析表と性質別分析表
です。

●平成2７年度一般会計補正予算
　　今回の補正予算は、主に以下の事業など７億9,100万円を増額するものです。
　これにより、補正後の一般会計予算総額は335億6,500万円となりました。

　平成２６年度一般会計決算
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歳入財源別分析表
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33,746,560,956
円　　　　　　　

歳出性質別分析表

　普通建設
　事業費
　16.2％
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12.2%

補助費等
16.1％

その他
　10.2％
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　　円　　　　　　　

投資的経費
　16.3%
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44.5％

地方創生　2060 年の袋井市の人口は　80,000 人に  

○人口   2060 年 80,000 人を確保  

○高齢化率 2060 年 31.5％ 
 年少人口 11,900 人 14.9% 

生産年齢人口 42,900 人 53.6% 

老年人口 25,200 人 31.5% 

袋井市の人口ビジョン

○分かりやすい授業の実践　　○ＩＣＴ教育環境の充実　○安心して子どもを産み育てる環境づくり　
　　　授業が良く分かると答える児童の割合を９０％に目標をおく
　　　タブレット端末1人一台導入　電子黒板機能付きプロジェクターの整備
　　　子育て世代包括支援センターの開設  
○未来を拓く「遠州商人」の育成  袋井商業高等学校の５年制化　全国発「商業高校の高専化」
○「職住」と「趣味」が近接したライフスタイル　　～内陸フロンティアを拓く取り組みの進化～
　　　魅力的な工業用地の確保①豊沢地区、②小笠山山麓、③新たな工業用地可能性調査

○遠州三山「寺のある暮らし」推進プロジェクト 　観光交流客　目標値　468万人/年       
○農業の未来を創るプロジェクト　世界で戦える農産物とビジネスモデルの確立　
　　　(物産物）「クラウンメロン」＆「お茶」　　新たな販路開拓と商品開発
　　　お茶の海外輸出　目標１５t/年　

○３ＤＡＹ’Ｓ　ＷＯＲＫＥＲ’Ｓ　ＯＦＦＣＥ構想の推進　週３日程度の就労　　　　
○地域共通診察券の導入プロジェクト　健康実態の分析調査　地域共通診察券
○歩いて楽しいまちづくり　袋井駅周辺整備　袋井宿開設４００年記念事業
○自転車を活用した新しいライフスタイルの提案　自転車貸し出し　購入補助　自転車通勤の促進
　　

袋井版総合戦略 政策パッケージ

袋井市人口ビジョン 市町将来人口推計 （静岡県３５市町）　　

順位 市町
若年女性人口
変化率（％）

２０４０年
若年女性

２０４０年
総人口

２０１０年若
年女性人口

２０１０年
総人口

1 長泉町 -7.1 4,980 42,259 5,361 40,763
2 袋井市 -24.6 8,369 80,380 11,102 84,846

10 浜松市 -38.3 59,101 651,484 95,824 800,866
11 静岡市 -40.1 49,939 545,366 83,336 716,197
17 掛川市 -42.9 7,777 91,080 13,629 116,636
20 磐田市 -44.4 10,895 128,727 19,583 168,625
21 菊川市 -44.8 3,082 37,377 5,580 47,041
22 御前崎市 -47.9 2,009 26,622 3,856 34,700
26 森町 -53.8 890 13,240 1,926 19,435

・国立社会保障・人口問題研究所（H25．3推計）
・変化率５０％を超しているところは「消滅可能性都市」にあたる
・若年女性人口とは出産の可能性が高い 20 才～ 39 才の女性
                                                                増田寛也編著　「地方消滅」より

単位：人

子育ての支援 ＩＣＴの充実

歩いて楽しいまち歩いて楽しいまち

全国の市町村で 5 年間の総合戦略を策定することになった

遠州三山の活用遠州三山の活用 メロンの販売促進メロンの販売促進


