大庭みちよし 後援会

ニュース

令和３年１２月４日「ふくろい駅南フェスタ」が開催された。当日は、
田端東遊水池公園や商業施設「ノブレスパルク」の完成を祝い、記念式
典をはじめ各種のイベントが行われた。オープニングには袋井商業高校
のマーチングバンドや、山名幼稚園の鼓隊、袋井太鼓などが披露され、
式典を盛り上げた。平成２６年１１月、長年の市民の願いだったＪＲ袋井
駅の橋上駅が完成し、これに合わせて駅南の開発も進められてきたが、
やっと昨年９月に開発地にスターバックスがオープンした。そして商業施
設の「ノブレスパルク」袋井店もオープンし多くの買い物客で賑わいを見
せている。当日は、夕方、袋井駅前のイルミネーションの点灯式も行われた。
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スターバックスや商業施設「ノブレスパルク」オープン

「令和４年」の新春を迎えて
新年明けましておめでとうございます。

のコロナ関連の事業ですが、令和２年度に１３２事業、
１１２億円

令和４年の新春をお健やかにお迎えのこととお慶び申し上げ

を、また今年度にも１１事業、
３４億２００万円もの多くの予算が計

ます。旧年中も大変お世話になりました。本年も変わらぬご指導
の程、宜しくお願い申し上げます。

上されています。
なお、
１１月定例会では、市民クラブを代表して代表質問（次ペ

さて、昨年から続いています新型コロナウイルス感染ですが、

ージに掲載）をさせていただきました。令和４年度の予算編成を

第５波が収束し、ここのところ感染者もやや減少に転じはじめ、

はじめ、昨今話題になっています、地球温暖化問題やデジタル社

街中にも人流が戻りつつあります。

会を見据えたＤＸ
（デジタル変革）の進め方について、さらには、

本市でもワクチン接種が順調に進み、昨年１２月１９日現在で
市民全体の７９．
０％が、また、
１２歳以上の接種率も８９．
１％と国
の接種率を上回っています。
しかし、一方では南アフリカ由来とされる新型コロナウイルス、

市民の関心が高いゴミ袋の有料化問題など、それぞれ質問をさ
せていただいたところです。
い ず れにせよ、コロナ 禍にあって
様々な課題が山積していますが、皆様

オミクロン株がまた新たに世界で蔓延しつつあり、引き続き予断

のご意見をいただくなかで住みよいま

の許さない状況になっています。

ちづくりに向けて、取り組んでまいる所

急がれる３回目の接種ですが本市でも医療従事者の皆さんか
ら順次開始されつつあります。

存です。
今年は寅年です。どうか、皆様にとっ

ところで、
１１月定例会ですが補正予算においてコロナ関連の

ても力強く飛躍の年になりますように

議案が３件提出されました。主な事業としましては３回目のワクチ

お祈り申し上げますと共に、倍旧のご

ン接種事業や、メディアで話題になった子育て世帯への臨時特

指導、ご支援の程、引き続き宜しくお願

別給付金などが計上されました。実は、袋井市におけるこれまで

い申し上げます。

袋井市議会議員
大庭通嘉

令和3年度 11月定例会 議

会報告

一般会計補正予算（コロナワクチン接種事業、子育て世帯への臨時特別給付など）が提案される

代表質問

□ 11月定例会開会
令和３年度１１月定例会は、さる１１月２２日に開会し、一般会計補正予算をはじ
め２０議案が市長より提案され、審議の結果、可決承認され、
１２月１７日に２６日間
の会期を閉じました。

□ １１月議会で提出された主な議案
令和３年度袋井市一般会計補正予算（第７号）について(コロナ接種等)
● 令和３年度袋井市一般会計補正予算
（第８号）について（人件費補正等）
● 令和３年度袋井市一般会計補正予算
（第９・１０号）について（子育て世帯給付等）
● 工事請負契約の締結について
（浅羽海岸「中新田地区」の防潮堤整備）
● 袋井市運動施設条例の一部改正について
●

ほか 市長提出議案１４件

全議案承認可決

□ 市長の市政報告より
■経済対策
袋井応援商品券は５７,３０１冊販売し使用金額は約６億８千万円余となった。
袋井市経営持続特別支援金は、
１３０件、
３，
４００万円の交付決定した。
■成人式は、令和５年１月から「はたちの集い」に名称変更
4中学校ごとに分散開催。令和４年４月より成年年齢１８歳に引き下げ。
■ふくろい夜宵プロジェクトによるライトアップ
法多山では１１月２１日〜１２月１２日まで。可睡斎では１１月２０日、
２７日、
１２月
４日のライトアップ。袋井駅周辺は１２月４日〜１月３１日まで。

１２月４日より点灯しているＪＲ袋井駅北ロータリーへの
約２万球のイルミネーション、観光案内所に弓張提灯も展示

□ 大庭議員、特別支援学校でまちづくりを話し合う
市議会報告会の一
テーマ
環として１２月２２日、
袋井市を
大庭議員をはじめ１１
よりよいまちに
するために
名の議 員は、袋 井 市
何ができるか
高尾にある県立袋井
特別支援学校に出向
き、生徒の皆さん達と
「袋井市をよりよいま
ちにするために何が
生徒の皆さんにまちづくりについて
できるか」というテー
説明する大庭議員
マでまちづくりについ
て話し合いをしました。生徒の皆さんからは、
「きれいな町」
「エコな町」
「健康な
町」
「思いやりのある町」など様々な貴重な意見をいただきました。当日は別の議
員グループが袋井商業高校でも話し合いを行いましたが、いただいた意見は、今
後の議会活動に生かしてまいります。

市長の政治姿勢
■令和４年度の予算編成方針
市長は令和４年度の予算編成方針のなかで、
職員に対して「袋井ver1.0」から「袋井ver2.0」
にするように、との指示を出した。この令和4年度
予算に市長がバージョンアップさせたいと思う事
業とはどのようなものか。
これまで健康、教育、防災など、市民が安全・安
心に生活を送るための基盤を「袋井ver1.0」とす
るならば、ver2.0とはその上に強固な基盤のもと
公民連携など、行政サービスを進化、充実をさせて
いくことである。
要するに、これまでの施策に磨きをかけ、人・モノ・
カネの経営資源を効果的に運用し、スピード感を持
って対応していきたい。特にこれからの潮流である
①産業イノベーション②2050年カーボンユートラル
③健康寿命日本一④ＤＸ
（デジタル変革）⑤共生のま
ちの実現⑥災害に強いまちづくりなど、これらに取り
組んでいくことを「袋 井ver2．
0」として位置づけた。
これまでの事業を「断捨離」したい、との考えを
予算編成方針で掲げている。市長が「断捨離」した
い事業とは何か。
スクラップアンドビルドのスクラップをより意識
して新陳代謝を進めたいことから「断捨離」という
言葉を使った。前年踏襲の予算編成ではない、事
業の見直しや、事業の成果検証に基づき、抜本的
に各事業を見直すことで、より質の高いまちづくり
をしていきたい。
職員の多忙感を解消することで、一人ひとりが柔
軟な発想により、新たな価値創出に向け、自ら考え、
自らチャレンジする。そうした積極的なボトムアップ
による施策立案がなされる環境を整えていきたい。
その為に、全庁的な業務のＢＰＲ
（ビジネス改革）
を効果的に実施し、
ＤＸ
（デジタル変革）
を進めたい。
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■袋井の財政状況

明

袋井市の令和２年度の地方債現在高（借金）は
約３０４億円。国が交付税で後年度見てくれる（補
填してくれる）金額を差し引くと、実質１０２億円で
ある。この金額をどう捉えているか。
地方債残高に占める交付税算入額の比率は、
袋井72.2％、掛川市が69.3％、磐田市が81.7％、
島田市が71.3％、湖西市が60.6％、裾野市が
51.1％でとなっている。よって本市の財源効率は
比較的良い。
袋井市の基金（貯金）残高は。
市 民 1 人 当 たりの 基 金 残 高は 、本 市が 6 万
9000円余、磐田市が8万4000円余、掛川市が4
万4000円余。
袋井市の市民1人当たりの普通会計における
地方債残高（借金）は。
本市が34万6000円余、磐田市が31万5000
円余、掛川市が38万3000円余。

の
年

限
設

大庭の市政に対する

「代表質問」から

財政の弾力性を示す経常収支比率は。
本市が91.6％、磐田市が90.1％、掛川
市が88.5％。
（数値が少ない方が弾力性あり）
収入に占める地方債の返済額の割合を示
す実質公債費比率は。
本市が6.7％、磐田市が3.3％、掛川市が
8％。

■市長在任中の事業について

在任中に実施したい事業、実施しなけれ
ばいけない事業をどう認識しているか。
コロナ対策による暮らし経済の回復、
３回
目のワクチン接種と生活困窮者支援、その他
にも、産業振興のための企業誘致や治水対
策、健康寿命の延伸、温室効果ガス削減、デ
ジタル社会への変革、産業・農業・観光など地
域の活性化に向けた取り組みなどを進めたい。

■ＪＲ袋井駅南事業完成

ＪＲ駅南の商業施設「ノブレスパルク」も
オープンするなど事業全体が完成しつつある。
メモリアルイベントの考えはないか。
メモリアルイベントとして、袋井駅南フェ
スタを12月4日に開催する。にぎわいを生み
出す商業ゾーン、公園と水辺のエリアなど、イ
ルミネーション点灯式など開催する。

駅南フェスタの袋井太鼓

地球温暖化対策
市として二酸化炭素排出実質「ゼロ」表
明をする考えはないか。
公共施設への再生可能エネルギー由来
の電力導入などの見通しを立てた上で２０５０
年カーボンゼロ表明をしたい。
電力の地産地消の進め方はどうか。
公共施設への太陽光発電設備を可能な
限り整備をする。屋根置きに限らず、あらゆる
設置方法を検討し地産電力の拡大をしたい。

公共施設への太陽光発電の導入
（イメージ写真）
温室効果ガス削減目標をどうするか。
市の環境基本計画の見直しにあたり、国

の２０３０年目標値の２０１３年度比マイナス
４６％に合わせて修正する予定である。
温室メロン生産における温暖化対策と支
援は。
市内の温室メロン生産現場全体での年間
ＣＯ²排出量は、約9500トンと推定。環境に配
慮した生産体制の確立が急務であり、市とし
ても、環境に配慮した新たな生産体制確立の
ため支援を行っていきたい。

クラウンブランドのメロンは日本一

デジタル化の推進
本市のＩＣＴ推進計画の推進体制は。
コニカミノルタ株式会社が持つ、ノウハウ
などを生かし、業務の見直しを行っていく。職
員でなくてもできる業務については、
ＡＩやＲＰ
Ａ
（ソフトウエア上のロボットによる業務の自
動化）などにより自動化する。
袋井市のＤＸ「デジタル・
トランスフォーメ
ーション」
（デジタル変革）の推進策は。
令和４年度から次期ＩＣＴ推進計画の策定
に着手する。
ＡＩやＩ
ｏＴを活用した行政手続サ
ービスの普及定着化や、
ＬＰＷＡ
（低消費電力
での広域・長距離通信）やＶＲを使い、防災、
防犯対策の強化、文化活動や観光振興など、
先端テクノロジーを活用し官民で積極的に推
進したい。
デジタルデバイド（情報格差）の解消に向
けての解決策は。
地域や企業の皆様とも連携し、様々な機
会をとらえ、市民目線によるデジタルディバイ
ド
（情報格差）対策に取り組んでいきたい。

ごみ袋有料化
ごみ袋有料化の市民説明会の結果を受け
てどのように進めるか。
令和4年4月からのごみ処理有料化を見
送り、まずは分別の徹底による可燃ごみの削
減に取り組む。2030年までに30％の減量を
目標とする。達成できない場合は、有料化や
記名式を検討する。
具体的な取り組みは。
令和4年4月から月2回の資源埋立てごみ
の収集とあわせて、雑紙についても回収でき
るよう検討している。

質問の全文は
こちらの
サイトから

ビデオサイト

ゴミ袋の有料化は見送りされた
事業系ゴミ袋導入の考え方は。
事業系一般廃棄物専用の記名式指定袋
を作成したいと考えている。また、今後のゴミ
袋有料化は、中遠クリーンセンターの搬入手
数料も考慮し、家庭ごみ有料化の時期と合わ
せて検討したい。
ごみ処理有料化案の見直しと分別収集徹
底のための市民説明会の開催は。
広報袋井や市ホームページにを掲載し、
周知する。自治会連合会長や、自治会長、環
境美化指導員及び環境美化推進員の皆様を
対象に、説明会を開催し、市民運動としてご
みの減量化に取り組む。
中遠クリーンセンターに搬入された、木製
家具やタンスなどの再利用は。
今月中旬にクリーンセンターで開催したと
ころ、約100人の来場者があるなど、リユー
スの意識づけに大変効果的な事業。金銭の扱
いやリユース品の確保、保管場所など、法律
上の制限や運営上の課題があるが、定期的な
開催を希望する声も多くあり、今後の事業継
続に向けて、市民グループや広域行政組合を
支援していきたい。

宇刈里山公園の貝化石
平成25年9月に日本地質学会表彰を受
賞し、平成28年5月には日本地質学会から
宇刈大日の貝化石が静岡県の「県の石」に
認定された。
（県下３カ所のうちの１カ所）市外
の修学旅行の見学者もあり公園整備を望む。
掛川層群大日層の化石群は、大変重要で
あると認識している。露頭の見学などに支障
のないように努めていく。今後、静岡大学の
延原教授など、関係者の意見を伺いながら、
検討する。
ミニジオパークなど様々な観点か
ら活用方法を検討したい。

県の石に認定された貝化石
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代 表 質問で取り上げた
「 県の石」
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宇刈里山公園（市内宇刈大日）

平成２４年４月にオープン。宇刈の大日地域にある掛川層群大日層
の化石群は今から約２００万年前と推定され、平成２５年度に「日
本地質学会表彰」を受賞し、平成２８年５月には日本地質学会から
袋井の大日の貝化石群が静岡県の「県の石」に認定されています。

静岡市の長田東小の児童が修学旅行で貝化石を勉強に
宇刈里山公園に来訪した際、現場に立ち会う大庭議員

県の石の貝化石サンプル

この大日層の化石を広く世に広められた田邉 積さんは、市内在住
アマチュアの化石収集家で、市内外の学校に呼ばれて化石教室を開
催したり、講演会に招かれ講師を務めるなどしています。採集され
た貝化石 2 万点を県のミュージアムに寄贈しています。宇刈里山
公園には、多くの皆さんが地質学の勉強に訪れてくれています。昨年
１０月２６日、静岡市の長田東小の児童の皆さん
が修学旅行で訪ねてくれました。

縞模様に見える露頭

静岡県の石は県下に３カ所、
大日の貝化石はそのうちの
１カ所に選ばれている。

N

田邉積さんが採集した貝化石のブロック

田邉積さんが採集した貝化石

最近の
議会活動
より

市民クラブ会派として一緒に活動
している立石泰広議員と大庭議員

工事現場の監査をする大庭議員

代表質問の様子が
インターネット放映された

市監査委員として市長に
監査報告をする大庭議員

