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※「（H24補正額）」は、緊急経済対策に伴う補正予算額

H25予算額 （H24補正額）

【 “新たな産業”の展開と“地域資源”の活用の推進】　　７，４２１万円【 “新たな産業”の展開と“地域資源”の活用の推進】　　７，４２１万円【 “新たな産業”の展開と“地域資源”の活用の推進】　　７，４２１万円【 “新たな産業”の展開と“地域資源”の活用の推進】　　７，４２１万円

６次産業化推進事業(マッチング、販路拡大、ファンドの研究) 万円

ＩＣＴによる街づくり推進事業 万円

土地利用のあり方検討事業 万円

ふくろい観光ルネッサンス事業 万円

学校給食地産地消推進事業 万円

新エネルギー施策推進事業（メガソーラー導入支援等） 万円〈拡〉 ４，４４１

　南海トラフ巨大地震による沿岸部のリスクと新東名の開通に伴う新たな土地利用の可能性などの
環境の変化を踏まえた上で、今後の望ましい土地利用のあり方を取りまとめる。

《新》 ６５３

〈拡〉 ６３２

　ふくろい観光ルネッサンス事業として
　　①袋井おみやげの商品化
　　②法多山・可睡齊門前活性化のためのワークショップ
　　③観光コースの磨き上げ　　　に取り組む。

～ 次の世代へ　夢が広がる　楽しいまちに ～

《新》 ５００

　平成24年度実証プロジェクト事業を継続展開するとともに、平成25年度総務省公募事業への採
択（継続　採択）に向けコンソーシアム（㈱大和コンピューター・袋井市・慶応義塾大学、神奈川工
科大学）による活動を実施する。
　また、袋井市におけるＩＣＴスマートタウン推進元年と捉え、先進地視察や研究を行い、ＩＣＴ街づく
り推進構想の策定を行う。
　　先進自治体（例：三鷹市、柏市、塩尻市、横浜市、金沢市、杉並区など）

《新》 １，０００

　６次産業化推進のため
　　①農業者等、自らの「６次産業化」に向けた意識向上と取組み支援
　　②マッチングの促進　　　　　　③企業誘致（マッチングＰＲ）
　　④６次産業化支援補助金　　　⑤販路拡大に向けた取り組み
　　⑥ファンドの構築　　　　に取り組む。

〈拡〉 １９５

　地産地消推進協議会を中心に、学校給食への地元農産物が納入できるシステムを構築し、地産
地消を積極的に推進する。

　平成24年度に引き続き、市民相談会や、金融機関との低金利ローンの締結、メガソーラーの誘致
に取組む。
　新エネルギー機器導入促進奨励金を積極的に活用していただき、太陽光発電の普及目標
（H24：7％　→H25予算：9％）を達成する。

産 業 育 成 ・ 振 興
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H25予算額 （H24補正額）

【心身ともにたくましい“未来の宝”を育む教育環境の充実】　　２５億３，１６６万円【心身ともにたくましい“未来の宝”を育む教育環境の充実】　　２５億３，１６６万円【心身ともにたくましい“未来の宝”を育む教育環境の充実】　　２５億３，１６６万円【心身ともにたくましい“未来の宝”を育む教育環境の充実】　　２５億３，１６６万円

（仮称）新学校給食センター整備事業 ２３ 億 万円

教育支援事業「レインボープラン」 １ 億 万円

子ども発達支援トータルサポート事業（子ども支援室の新設） 万円

幼児期からのスポーツ活動推進事業 万円

教育施設大規模改修事業（改修計画策定へ向けた現状調査） 万円

　幼児期からの運動習慣の定着を図るため、
　①保育所（園）、幼稚園での一園（所）一運動
　②親子運動あそびの実施
　③体育用具の充実（子育て支援センター（直営２カ所））
　④運動あそびクラブ（子育て支援センター（直営２カ所））や運動講習（放課後児童クラブ）の実施
 　などに取り組む。

《新》 ４，８７１

《新》 １，６４４

《新》 ２７８

《新》 ６５２

《新》 ５，７２１

　平成25年９月に（仮称）新学校給食センター（６，０００食/日）の供用を開始する。
　これにより、学校給食センターから市内すべての幼稚園、小学校、中学校に給食を提供できること
になる。
　各学校給食センターでは、
　　①地産地消の推進：地場産品を活用した給食の提供
　　②食育の推進：手作り給食の提供、磁器食器の導入
　　③アレルギー対応食の提供　　の充実を図る。

　建築後２０年を経過した幼稚園・小学校・中学校・公民館・スポーツ施設について、各棟別に老朽
度の把握と修繕等費用を積算し、教育施設全体のマネジメントの基礎資料を作成することで、今
後、計画的に大規模改修に取り組んでいく。
　　　（対象：20施設（幼稚園８園・小学校９校・中学校３校）67棟）
　※平成26年度も引き続き基礎資料を作成するための調査を行う
　　　（対象：11施設（幼稚園２園・中学校１校・公民館等８施設）13棟）

　子ども支援室を設置し、０才から１８才まで一元的な支援体制の強化を図る。
　相談件数は、H23実績　1,500件　H24実績見込み2,000件であり、ニーズが多い。
　現在活動している保健センター分室が手狭なため、教育関係事務所へ移転し支援環境を改善す
る。

　心身ともにたくましい“未来の宝”を育むため、子ども一人一人のニーズに応じた教育の実現に向
けて教育支援体制の充実を図る７つの事業を推進する。
〈事業内容〉
　①（新）袋井式「きめ細やかな指導体制『フーちゃん先生』の実施」
　　　　（小学校 7人 中学校 2人 新たに配置）
　②（新）学校健康安全支援員（心の相談員）の配置
     　 （小学校 4人 新たに配置）
　③（継）特別支援教育充実支援員・被災者児童支援員の配置
　④（継）図書館サポーターの配置
　⑤（継）外国人児童生徒サポート事業の充実
　⑥（継）外国語指導助手（ＡＬＴ）の派遣
　⑦（継）不登校児童生徒対応支援員の配置

子子子子 どどどど もももも ・・・・ 教教教教 育育育育
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H25予算額 （H24補正額）

【災害から“命”を守る防災対策の推進】　　２億５，５１６万円（８，５８０万円）【災害から“命”を守る防災対策の推進】　　２億５，５１６万円（８，５８０万円）【災害から“命”を守る防災対策の推進】　　２億５，５１６万円（８，５８０万円）【災害から“命”を守る防災対策の推進】　　２億５，５１６万円（８，５８０万円）

わが家の専門家診断事業（木造住宅無料診断対象の拡大） 万円

津波避難対策事業（命山整備等） １ 億 万円 （８，５８０ 万円）

臨時災害ＦＭ放送局開設事業 万円

家庭内減災対策推進事業（災害時要援護者宅、借家への家具固定等） 万円

河川等改修事業（高尾第１幹線改修事業、油山川改修事業） 万円

【総合的な“健康支援体制”と切れ目のない“地域医療体制”の充実】　　１５億５，３３２万円【総合的な“健康支援体制”と切れ目のない“地域医療体制”の充実】　　１５億５，３３２万円【総合的な“健康支援体制”と切れ目のない“地域医療体制”の充実】　　１５億５，３３２万円【総合的な“健康支援体制”と切れ目のない“地域医療体制”の充実】　　１５億５，３３２万円

中東遠総合医療センター・袋井市立聖隷袋井市民病院開設（運営補助） １０ 億 万円

総合健康センター整備事業（一次救急センター整備等） １ 億 万円

《新》 ７６７

《新》 ３，９８３

　災害時要援護者への支援（転倒防止器具取付費用を市が全額負担）について、対象者1,091人
（平成24年12月末現在）に申請書等を送付し､制度の周知を図り､家具等転倒防止の徹底を図る｡
　また、借家の家主への補助（転倒防止器具取付費用の５/６補助及び現物給付）について、管理
会社や家主にＰＲし、家具転倒防止の徹底を図る。

《新》

　流下能力不足による氾濫等の洪水被害を未然に防止するため、計画的に河川改修や水路整
備を推進する
　平成２５年度は、高尾第１幹線改修事業（高尾放水路　・詳細設計 　L=310m）と油山川改修事
業（測量調査、計画検討　Ｌ=800ｍ）に新規着手する。

〈拡〉

３，７５０

《新》

《新》 ８，５６７

１，０８０

　S56.５月以前に建築された木造住宅に加え、新たにS56.６月からH12.５月までに建築された木造
住宅についても対象を拡大する。

《新》

○中東遠総合医療センター
　袋井掛川両市民への質の高い医療を提供する中東遠総合医療センター（５００床・３３科）が５
月１日に開院する。
　特に急性期医療、救急医療、小児周産期医療の充実と循環器疾患への的確な対応を目指し
ている。
　平成２５年度は企業団への補助金6億９，９８３万円を見込んだ。
○聖隷袋井市民病院
　市民の保健・医療・介護のニーズに切れ目なく応える総合健康センターの機能のひとつとし
て、総合内科の診察治療を６月1日から開始する。
　平成２５年度は聖隷福祉事業団への補助金2億円を見込んだ。

　平成２６年度から休日の一次救急をセンター方式で実施できるよう、医師会の協力をいただく
中で「休日夜間急患センター」の開設準備を行う。
　休日急患診療室基本実施設計に取り組むとともに、総合健康ｾﾝﾀｰ整備推進事業基金を創設
する。

◇平成25年度予算内容
　　○湊地区：命山整備（８月完成予定）
　　○湊西地区：命山用地・測量設計
　　○アクアパークあさば：屋上避難施設実施設計○浅羽中学校：屋上避難施設耐力度調査
　　○津波避難計画・津波ハザードマップ作成
◇２月補正予算内容
　　○中新田地区：地質調査・測量設計・用地取得

　災害発生後の情報伝達手段として、臨時災害放送局を迅速に立ち上げるため、臨時災害放送局
ＦＭ装置の購入とＦＭ放送波帯潜在電界調査委託を実施する。

０，６８４

１，３５２

安 全 ・ 安 心
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H25予算額 （H24補正額）

予防接種事業（高齢者肺炎球菌予防接種の開始） ２ 億 万円

各種がん検診事業（胃がんリスク検診開始） １ 億 万円

未熟児養育医療給付事業 万円

ひとり暮らし高齢者支援事業 万円

【利便性の高い“都市空間”の創出と身近な“住環境”の整備】　　１億０，５９１万円（８億５，０３２万円）【利便性の高い“都市空間”の創出と身近な“住環境”の整備】　　１億０，５９１万円（８億５，０３２万円）【利便性の高い“都市空間”の創出と身近な“住環境”の整備】　　１億０，５９１万円（８億５，０３２万円）【利便性の高い“都市空間”の創出と身近な“住環境”の整備】　　１億０，５９１万円（８億５，０３２万円）

袋井駅南北自由通路新設及び橋上駅舎化事業 万円（８億 万円）

自主運行バス事業（中東遠総合医療センター線の新設、三川地域協働運行バス試行運行） 万円

自転車を活かしたまちづくり（サイクルタウン推進事業） 万円

通学路安全対策事業 万円

河川愛護事業 万円

公共施設マネジメント計画推進事業 万円

◇老朽化が進む公共施設の計画的な修繕や更新計画策定のための調査、研究を行う。

４４

〈拡〉 １０２

《新》

〈拡〉 ３，０００

《新》

〈拡〉 ４５０ ５，０３２

《新》

《新》

３，１５３

　出生時体重2,000g以下や生命力が特に弱い乳児に対し、医療の給付を行う。
　（平成25年度より県からの権限委譲により市が給付事務事業を実施する。）

　従来、任意であったヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸がん予防ワクチンを定期
化するとともに、高齢者肺炎球菌ワクチンの接種を新たに開始する。

《新》

〈拡〉

６９５

《新》 ６，６４１

　　乗用草刈機（１台）と斜面草刈機（３台）の新規購入や専門職員を配置して、危険箇所の草刈
りを行政が担うことなど、市民と行政の役割分担を明確化し、地元負担の軽減を図り、地域による
河川愛護活動を継続する。

　従来からの子宮がん・乳がん・大腸がん検診の無料クーポン券の配布を推進するとともに、胃
がんリスク検診（ピロリ菌検査）を新たに開始する。

　保健師及び看護師の家庭訪問は、ひとり暮らし高齢者からの信頼が高く、需要も多いため継
続実施する。

　総事業費３１億円、平成２６年秋の供用を目指し、袋井駅舎の橋上化と南北自由通路の建設
工事を本格化させる。
　これにより、市中心部の交通結節点の機能が飛躍的に向上することになる。
　平成25年度は補正も含め約８億５千万円の本体工事費を見込むとともに、自由通路の愛称募
集なども行う。

　従来の自主運行バス４路線に加え、中東遠総合医療センターへのアクセス路線を新たに３路
線運行する。
　また、公共交通空白地帯の三川地区において、地域協働バス「かわせみ号」の試行を実施す
る。

　健康増進と環境保護等の観点から移動手段としての自転車の活用を図るため、モデル地区を
選定し、自転車の利用実態（通行量や利用目的、利用年代、乗り方、道路環境、改善点等）を実
地調査する。
　現状と課題を把握することにより、推進のための基礎資料を作成する。

　ＰＴＡ、学校、警察など関係者で取りまとめた通学路の危険箇所の解消に継続して取り組む。
　全１４２箇所中、平成２４年度までに８９箇所が対応済みであり、平成２５年度は残る５３箇所のう
ち実施可能な箇所について積極的に取り組む。

１７６

４，３７５

２，６２０
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H25予算額 （H24補正額）

【政策１　みんなでつくる健康なまちづくり】　　８０８万円【政策１　みんなでつくる健康なまちづくり】　　８０８万円【政策１　みんなでつくる健康なまちづくり】　　８０８万円【政策１　みんなでつくる健康なまちづくり】　　８０８万円

虐待予防事業（虐待予防教室の実施） 万円

自立支援医療（育成医療）給付事業 万円

総合体育館整備構想策定事業 万円

介護予防（認知症予防教室）事業 万円

健康チャレンジ!!すまいる運動（健康マイレージ制度） 万円

健康年齢測定事業 万円

【政策２　みんなで備える安全・安心なまちづくり】　　４億６，２７５万円（１億２，３１１万円）【政策２　みんなで備える安全・安心なまちづくり】　　４億６，２７５万円（１億２，３１１万円）【政策２　みんなで備える安全・安心なまちづくり】　　４億６，２７５万円（１億２，３１１万円）【政策２　みんなで備える安全・安心なまちづくり】　　４億６，２７５万円（１億２，３１１万円）

避難所等落下物防止対策事業（照明器具等の落下防止） 万円（１億 ０，３１１ 万円）

地域防災計画等推進事業（原子力災害対策編策定等） 万円

避難所・救護所等整備事業（太陽光発電装置設置等） 万円

木造住宅耐震補強助成事業 １ 億 万円

（仮称）山梨分遣所建設事業 １ 億 万円

道路橋梁落橋防止事業 万円 （２，０００ 万円）

【政策３　みんなで取り組む快適なまちづくり】　　７，２２３万円【政策３　みんなで取り組む快適なまちづくり】　　７，２２３万円【政策３　みんなで取り組む快適なまちづくり】　　７，２２３万円【政策３　みんなで取り組む快適なまちづくり】　　７，２２３万円

上山梨第三土地区画整理事業 万円

資源ごみの拠点回収事業 万円

市営墓地公園整備事業 万円

誇れるふるさとの川づくりプロジェクト 万円

袋井フロンティア農園プロジェクト 万円

バイオマス利活用推進事業（菜の花エコプロジェクト） 万円

【政策４　未来を拓く人づくり】　　１，８４９万円【政策４　未来を拓く人づくり】　　１，８４９万円【政策４　未来を拓く人づくり】　　１，８４９万円【政策４　未来を拓く人づくり】　　１，８４９万円

障害者相談支援事業 万円

親教育講座開催事業（保護者による企画・運営） 万円

徳育推進事業 万円

スクールガード事業 万円

産婦・赤ちゃん訪問事業 万円

農を活かした授業づくり事業 万円１３２

２０４

〈拡〉 １８７

〈拡〉 ５６

〈拡〉 １３８

〈拡〉 １，１３２

６９

４３

〈拡〉 ７３６

〈拡〉 ４，０１２

《新》 ３６３

２，６００

《新》 ２，０００

《新》 ９，４９９

〈拡〉 ４，８００

〈拡〉 ５，３３２

〈拡〉 ２，０００

《新》 ２，０４４

２８５

３０

〈拡〉 ６９

《新》 ２４９

《新》 １６０

《新》 １５

総合計画政策別主要事業
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H25予算額 （H24補正額）

【政策５　活力ある産業づくり】　　６５１万円【政策５　活力ある産業づくり】　　６５１万円【政策５　活力ある産業づくり】　　６５１万円【政策５　活力ある産業づくり】　　６５１万円

中小企業販路開拓支援事業（展示会出展等への支援） 万円

産業・観光国際戦略事業 万円

個店セミナー事業（商業振興事業） 万円

小笠山山麓開発事業（開発地域の検討） 万円

ふくろい特産品宣伝隊支援事業 万円

【政策６　ともに支え合う地域づくり】　　２億４，７７１万円【政策６　ともに支え合う地域づくり】　　２億４，７７１万円【政策６　ともに支え合う地域づくり】　　２億４，７７１万円【政策６　ともに支え合う地域づくり】　　２億４，７７１万円

パートナーシップによるまちづくり事業（地域課題） 万円

浅羽東コミュニティ広場芝生化事業 万円

多文化共生推進事業 万円

メロープラザ市民スタッフ育成事業（市民提案事業） 万円

市民企画型講座（公民館運営事業） 万円

豊沢コミュニティ施設整備事業 ２ 億 万円

リース方式による庁舎照明のＬＥＤ化事業 万円

新東名アクセス路線整備事業 万円 （７，７４４ 万円）

公園施設長寿命化事業 万円 （３，６１０ 万円）

橋梁長寿命化事業 万円（１億 ３，９８０万円）

市営住宅長寿命化事業 万円 （１，４１０ 万円）

《新》 －

《新》 －

《新》 －

４９８

《新》 ３９５

《新》 ３，６２２

《新》 ３４

《新》 ６０

〈拡〉 ５１６

《新》 １６０

〈拡〉 ３７９

１５５

〈拡〉 １６０

《新》 ３３

《新》 １４０

《新》 １００

そ の 他
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