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◇ 「新たなステージを先取る」 （Ｐ．1）

◆ 人の輝きを先取る

◆ まちの活力を先取る

◆ 安全・安心を先取る

◇ 主要プロジェクト
１ 未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト （Ｐ．2）

２ 子育て支援エリア「育ちの森」 （Ｐ．3）

３ 子どもの未来を拓く教育の推進 （Ｐ．4）

４ 歩いて楽しいまちづくり （Ｐ．5）

５ 世界に飛び出せ「メイドイン袋井」 （Ｐ．７）

６ 総合健康センターの開設 （Ｐ．８）

７ 「人命被害ゼロ」を目指した防災対策 （Ｐ．９）

８ 夢の丘墓園の開園 （P．１０）

９ 市制施行１０周年記念事業 （P．１１）

◇ 主要事業一覧 （Ｐ．1２）



「新たなステージを先取る」　 袋井市の平成２７年度当初予算

 まちの活力を  安全・安心を  人の輝きを 

■歩いて楽しいまちづくり 
 

 袋井駅周辺をモデル地区とした「歩いて楽しい」都市

空間の整備やサイクルタウン推進事業による「自転車

を活かしたまちづくり」、商店街の活性化、袋井駅南地

区まちづくりなどにより、これからの時代を見据えた快

適で魅力的な都市空間の創造に取り組みます。 

●総合健康センターの開設 
 

 保健・医療・介護・福祉の連携した取り組みによって

日々の健康増進はもとより、要介護状態となる恐れのあ

る高齢者の早期発見や効率的な介護予防の推進を図る

など、一人ひとりの状態に応じた最適な総合保健サービ

スをワンストップで提供します。 

●「人命被害ゼロ」を目指した防災対策 
 

 新たな「平成の命山」の整備（湊西、中新田、東同笠・

大野）を進めるとともに、静岡モデル防潮堤整備事業に

よる海岸防潮堤の強化や、同報無線のデジタル化など

を進めます。また、防災拠点施設の整備や、新消防庁舎

建設に向けた準備に取りかかります。 

●夢の丘墓園の開園  
 

 市民の誰もが安らぎを得ることが出来る憩いの空間を

目指して整備中の、墓地と公園が一緒になった「みつか

わ夢の丘公園」において、整備予定の全２，３０５区画の

墓園のうち、４５０区画を平成２７年秋から供用開始しま

す。 

■世界に飛び出せ！Made in FUKUROI 

 （農産物販路拡大事業） 
 

 全国メロンサミットinふくろい、ロシア向け袋井茶輸出プ

ロジェクト、新ブランド米「ふくほまれ」の販売促進などに

より、国内・海外における袋井市産農産物の販路拡大に

取り組みます。 

◆子どもの未来を拓く教育の推進 
 

 児童生徒の確かな学力の定着を目指して、「袋井版

学力調査」による より良い授業づくりなどを行うほか、

中小一貫教育の導入や英語科教育の推進に向けた調

査研究などを進めることで、未来を拓く、心身ともにたく

ましい“未来の宝”を育てる教育を推進します。 
 

◆子育て支援エリア「育ちの森」整備 
 

 市内の子ども・子育て支援施設を、旧袋井保健セン

ター周辺に集積化することにより、「子ども・子育て支

援エリア『育ちの森』」として整備し、多様な子育て・教

育支援を切れ目なく、総合的に行う体制を確立します。 

◆未来☆ＧＥＮＫＩ プロジェクト（袋井市まち・ひと・しごと創生総合戦略）■ 
 

 少子高齢化・人口減少社会への対策として、若い世代が安心・安全に住み続けられ、またＵＩターンを促す魅力的な地

域づくりに向け、「地方創生総合戦略」の策定や、子育て支援、雇用創出、都市基盤整備等各種事業の推進を図ります。 
 

  ・ 定住するなら袋井市（雇用創出）…………………… ６次産業化の推進、幅広い年代の労働環境整備への取り組みなど 

  ・ 定住するなら袋井市（ＵＩターン）………………… サテライトオフィスやＩＴ関連事業等の創造産業の企業創出支援など 

  ・ 子育てするなら袋井市（結婚・出産・子育て）…… 母子保健や検診事業の充実、総合相談窓口の開設など 

  ・ 市民力なら袋井市（魅力ある地域づくり）………… 空き家利用活用促進、コミュニティビジネスの立ち上げ促進など 



新総合計画

基本構想

基本計画（５年）
Ｈ28～32

地方版総合戦略

実施計画（５年）
Ｈ２７～３１

　　　　　　　　　　　　　平成27年度　未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト（袋井市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

  ５ スケジュール 

 
（２） 基本目標を達成するための袋井市の取組   

 
  ①定住するなら袋井市（雇用創出） 
    … ６次産業化の促進や若い世代から高齢期までの幅広い年代の労働環境整備の取り組みなど 
   
  ②定住するなら袋井市（ＵＩターン） 
    … サテライトオフィスやＩＴ関連事業などの創造産業の企業創出支援など 
 
  ③子育てするなら袋井市（結婚・出産・子育て） 
    … 母子保健や検診事業の充実、総合相談窓口の開設など 
 
  ④市民力なら袋井市（魅力ある地域づくり） 
    … 地域向け、移住者向けの空き家利活用促進、コミュニティビジネスの立ち上げ支援など 

 これから迎える少子高齢化、人口減少社会への対策として・・・ 
 
 「◆若い世代が安心・安全に住み続け、子を産み育てやすい環境の整備 
 ◆若者のＵＩターンを促す雇用創出を支援する取り組み 
 ◆高齢者が住み慣れたまちで、元気に働いたり、地域で活躍したりするなど魅力ある地域づくり 」 
                                                      が必要である。       
 
 このため、「袋井版まち・ひと・しごと創生総合戦略（地方版総合戦略）」を策定し、自立的で持続的な 
都市を創生する。 

   １ 概要 

   ２ 取組内容 

  ３ 地方版総合戦略の策定体制 

 
（１） 地方版総合戦略の策定 
   

  ①地方人口ビジョンと地方版総合戦略の策定 

 
  ②まち・ひと・しごと創生総合戦略の４つの基本目標に向けての取組 
 
   ア 地方における安定した雇用を創出する ・・・ 雇用創出 
 
   イ 地方への新しいひとの流れをつくる ・・・ ＵＩターン 
 
   ウ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる ・・・ 結婚・出産・子育て 
 
   エ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを 
      守るとともに、地域と地域を連携する ・・・ 魅力ある地域づくり 

  ４ 総合計画と地方版総合戦略との整合 

協議 
報告 

整合を図る 

平成27年秋  策定予定 

総合戦略 27 28 29 30 31

総合計画 28 29 30 31 32

後期基本計画

33 34 35

前期基本計画

36 37

第２次総合計画と総合戦略の計画期間 

関係各課

総合戦略室

庁内組織 外部組織

産業関係

教育関係

金融関係

市民代表など

市
 
議
 
会

 

平成27年度の業務

地方人口ビジョン
地方版総合戦略

策定

平成29年度
（2017年度）

平成30年度
（2018年度）

平成31年度
（2019年度）

平成28年度
（2016年度）

平成27年度
（2015年度）

平成27年度以降の業務

総合戦略に基づく
事業の実施

「総合戦略」の初年度として、「地方人口ビジョン」 「地方版総合戦略」の内容検討
及び策定

「地方版総合戦略」に基づき、事業を展開

H26補正予算額  １億1,600万円 
 （うち地域消費喚起・生活支援型 7,300万円） 

 （うち地方創生先行型              4,300万円） 

H27当初予算額      100万円 



中央・袋井南公民館 

現袋井保健センター 

 
 

 
 

 

 
 
 

教育関係事務所 

現袋井保健センター分室 予算額：７，７００万円 

予算額：１億８００万円 

子どもたちの未来が大きな夢と明るい希望で満たされるよう、乳幼児期から青少年期にいたる子どもやその保護者を総合的に支援できる体制を確保するため、現「袋井保健セン

ター」、「保健センター分室」及び「教育関係事務所」内の施設の再編を行うとともに、「子ども早期療育支援センター」についても機能充実させた上で現「袋井保健センター」
に移転し、子ども・子育て支援の一体的なエリア『育ちの森』として機能の集約を図ります。 

 この機能集約により、子ども支援室を中心として各施設の連携がより深まり、個々人の状況に応じ、適切で切れ目のない相談・支援を行うことができる体制を整備します。 

事業概要 

H28.1 
エリア完成！！ 

2F 子ども支援室「ぬっく」 

1F 放課後児童クラブ「みなみげんきクラブ」 

子ども早期療育支援センター「はぐくみ」 

2F 教育支援センター「ひまわり」 

1F 外国人児童・生徒初期支援教室 

  社会教育団体会議室～PTA連絡協議会・子ども会育成連合会など～ 

  NPO法人ふぁみりあネット事務所～放課後児童クラブの運営など～ 

◇０～18歳の子どもと保護者及び関係職員を対象とした総合的、系統的な相談支
援事業を教育、保健、福祉等関係機関との連携のもと行う相談支援施設 
・子どもと保護者及び関係職員を対象とした相談 

・保育所、幼稚園、小中学校等への訪問及び集団適応支援 

・小集団での適応教室、保護者学習会の開催 

・職員、保護者を対象に子ども理解を目的とした研修会の開催 
 

◇保護者が昼間家庭にいない児童を保育し、保護者の就労支援を行う施設 

◇袋井南小放課後児童クラブ 

◇児童数 ５０人 （小学校１～３年生） 

 
 
◇療育を必要とする児童とその保護者の日常生活にお
ける指導、訓練及び相談を行う発達支援施設 
  
・親子で楽しむことを中心に愛着形成を図る親子教室 
・集団での活動を通して地域で安定した生活を図る並行教室 
・心理士、保健師による療育相談 
・保健センター、教育機関、福祉施設等子どもに関わる機関との 
 連携 
 
◇対象：就学前児童及び保護者 

◇不登校児童生徒の自立と学校復帰を目指す支援施設 
・体験活動を中心とした生活指導 ・基礎的、基本的な学力の定着に向けた学習支援 

予算額：３，０００万円 

予算額：１００万円 

 
 

◇外国籍の児童、生徒が学校生活への円滑な適応を目指す支援施設 
・日本の学校生活について、体験活動を中心にした理解の促進  ・日常生活に最低限度必要な日本語の指導 

★★「子ども支援室」がつなぐ連携の手法★★ 
◆子ども支援室「ぬっく」と子ども早期療育支援センター「はぐくみ」 

・はぐくみから園や学校へスムーズに適応していけるように相談を引継ぎ 

 必要な支援を継続 
 

◆子ども支援室「ぬっく」と教育支援センター「ひまわり」 

・不登校の相談で「ぬっく」に来所した子どもを、必要に応じて「ひまわり」 

 へ紹介 
 

◆子ども支援室「ぬっく」と放課後児童クラブ 

・定期的に市内各クラブを訪問し、子どもの様子を参観。配慮が必要な 

  子どもの対応について、指導員へアドバイス 

連携 

◇利用（入級）者数：３０人 
◇職員数：４人 

◇利用者数：１２８人 
◇職員数：２３人 

◇延べ相談者数：１，９８７人 
◇職員数：１０人 



　

 
 
  
 ◆外部講師（指導者）の活用の検討 
  

 
 
 ◆小学校教員と中学校教員の 
            相互乗り入れによる授業の研究 
 
 ◆高学年を中心に、教科担任制の実現に向けた研究 
 
 ◆市単独 非常勤講師「フーちゃん先生」の活用 
 

  
 ◆コミュニティースクールの全校実施に向けた環境整備 
 
 ◆NPO、地域ボランティアによる学校支援の推進 

 
 
 ◆ICTによる教育環境整備計画の研究 
 【例】全ての教室に 大型ディスプレイ・プロジェクター 
   及び全校へのタブレット型PCの整備等、計画の検討 
 
 ◆ICTを活用したアクティブラーニングの教職員研修          
    
   
 

  

 
 
 ◆小学校４，５年 中学校１，２年に袋井版学力調査を実施 
 
 ◆小６、中３の全国学力・学習状況調査と関連させた 
     小中連携の学力向上PDCAサイクル確立 
 
 ◆小中で連携した授業改善、家庭学習指導の深化・工夫 
 

 
 

 
  
 
【事業の概要】 
 ◆児童生徒の確かな学力の定着を目指し、小中一貫教育の導入や英語科 
  教育の推進に向けた調査研究に取り組むとともに、いじめ問題や不登校  
  問題、特別支援教育等に取り組み、未来を拓く心身ともにたくましい“未来  
  の宝”を育てる教育を推進する。 
【事業の背景】 
 ◆袋井市では4中学校区で「徳」「知」「体」「防災」を中心に小中連携教育が進められている。 

 ◆袋井市学力向上推進委員会からの意見や提言を生かし、「確かな学力」に向けた様々な 

  取組が展開されている。 
 ◆国は、「21世紀型能力」の育成のために平成32年度に完全実施される新学習指導要領 

  に、アクティブラーニングの重視や小学校英語科の導入を盛り込むことが計画されている。 

 ◆中1ギャップの解消等、学校教育が抱える課題の解決策として、小中一貫教育が注目さ 

  れている。 

 

    予算額 １，２００万円           

     
 「21世紀型能力」の育成 
 
☆多様性と自立性の両立 
☆グローバル社会を生き抜く力 
 
☆他者と協働しながら新しい価値を  
 創造する「心ゆたかな人」の育成 
 
 
H32 新学習指導要領完全実施 
H30  段階的に先行実施 
       ○英語教育の充実・強化 
       ○特別な教科「道徳」 
     H28 市町村の判断で 
            小中一貫校設可能                    
          
        国は小中一貫教育の 
            制度化に向けて準備 

① 小中一貫教育制度の研究 

④ 小学校教科担任制の導入に向けた研究 

 
 
 ◆教育心理検査（Q-U）を活用した学級づくり・人間関係づくり 
    小学校２年生から中学校３年までの実施 
     ↓ 
    結果の有効活用のための教職員研修 
 
 ◆「魅力ある学校づくり調査研究事業」の成果を市内全校へ拡充 
                         
 

③ 袋井版学力調査導入に伴う調査研究 

⑥ いじめ・不登校の未然防止対策の調査研究 

⑧ ICTを活用した授業改善の調査研究 

⑦ 地域とともにある学校の調査研究 
⑤ 中学校部活動・小学校課外活動

の見直しに向けた研究 

文部科学省 例示 

出典：文部科学省 「小中一貫教育等についての実態調査」より 

 
 
 ◆指導と評価の研究  教職員研修の充実 
 
 ◆小学校英語科の教育課程の検討 
 
 ◆英語専科教員の配置の研究 
 
 ◆英語検定の効果的な活用（英検チャレンジ） 
 
 ◆国際交流事業活用（姉妹都市ヒルズボロ） 
 
 ◆中学校教員による 
      小学校での指導の研究 
 

② 英語教育の研究 



１　歩いて楽しいまちづくりの趣旨 4　具体な事業展開イメージ（案）

主に次の基幹箇所を改修・整備予定。

２　駅前をモデル地区として具体事業を実施

(1) 市の中心核としての都市拠点機能の強化　 … 都市と自然の健康

(2) 少子高齢化・人口減少社会への対応 … 地域と社会の健康

(3) 市民の健康増進と、医療・介護費の削減 … 心と体の健康

3　目指す姿と成果

→　コンパクトシティの実現

→　にぎわいの創出 ・ 中心市街地の活性化

→　歩くことによる市民の運動量の増加

（健康の増進・医療費等の削減）

5　スケジュール

議会中間報告

◆ 概算要望の申請 ★本申請(9月末）

６　関連事業

※全てが交付金の対象となるものではありません。

都市再生整備
計画（旧まち
交）を申請

県との連絡・調整等

9 10 11 123 4 3 最初の5年間7 8

歩いて楽しい
まちなか整備
計画の作成

平成26年度 平成27年度 H28 H28

1 21 2 5 6

H30 H31 H32

と変えていく。

駅周辺を訪れ
徒歩や自転車で
まちを行き交う
人々の増加

　歩くことは、健康増進に極めて有効であるとともに、地域経済や社会活動を活性化させるなど、
様々なプラスの副次効果をもたらすことから、これからのまちづくりの方向性に「歩いて楽しい」の考
え方を据えることで、「歩く環境」「歩きたくなる都市空間」を整えていく。

上記趣旨に基づく都市空間を整備するにあたり、今後求められる次の３項目の実現も加味し、
市の都市拠点中心核として位置付けられる「袋井駅周辺」をモデル地区として事業実施する。

歩いて楽しいまちづくり

「拠点」と「軸」を中心に
人々のにじみだしを狙い、

通り過ぎるまちから

留まり・過ごすまちへ

計画の作成 
地域との意見交換 

（事業内容の説明） 

都市再生整備計画 

での補助事業開始 

【第１期】 

予算総額 2億2,000万

申請内容の作成・修正 

軸C 旧東海道 

石畳、路地 

拠点2  図書館周辺 

図書館、公園、水辺をセットで

整備。１日200人が利用する図

書館からのにじみだし狙う。 

軸B 東通沿い 

イス、テーブル、プランター、路

面舗装、商店おもてなし 

拠点3 若松屋跡地 

歩行者等の留まる空

間を整備。四阿、可動

式イス等 

軸A 西通沿い 

車道を縮小し、歩行空間を

充実。ペーブメント、ケヤキ

などの大きな木の街路樹 

拠点4 商業施設周辺 

地域との意見交換や勉強

会 
（本申請後も継続し、住民の

軸D 南口駅前線 

商業施設、広場、水辺を

セットで整備 

駅 

拠点1 駅前広場周辺 

既存の駅前広場を歩行者のため

の空間に改築。・可動式イス・テー

ブル。広場を囲む賑わい施設 

 

商店街の 
 

活性化事業 

サイクルタウン 
 

推進事業 

彫刻のある 
 

まちづくり事業 

袋井駅南地区 
 

まちづくり事業 

歩いて楽しい 
まちづくり 

【関連事業予算】 

●サイクルタウン推進事業                   

●商店街の活性化事業             

●袋井駅南地区まちづくり事業 

 ・袋井駅南都市拠点区画整理 

 ・田端東調整池整備 

 ・袋井駅北口駅前広場整備   

●彫刻のあるまちづくり事業  

 

     合計 約2.2億円 



サイクルタウン推進事業

商店街の活性化事業

袋井駅南地区まちづくり事業

彫刻のあるまちづくり事業

　【歩いて楽しいまちづくり関連事業】

◆電動アシスト付き自転車購入補助金（60歳以上対象） 
 

 自転車利用の増による、高齢者の健康で活発な毎日を促進するため、 

電動アシスト付き自転車の購入に対し、補助を行う。 

 

◆電動アシスト付き自転車貸出事業（60歳以上対象） 
 

 交通手段として、または、買い物や街へ出掛けるきっかけづくりとして、 

電動アシスト付き自転車の貸し出しを行う。 
 

◆自転車通勤健康プログラム 
 

 自転車通勤を促進する事業所の普及・啓発を行う。 

◆チャレンジコラボショップ事業 
 

 空き店舗を活用し、学生や新規開業希望者などに店舗運営を体験してもらい、空き店舗

対策と将来の商業振興につなげる。 

※静岡理工科大学と共同開講した「地域学講座」の提言を受けた事業 

 

◆個店セミナー 
 

 個店が教室、店主が講師となり、消費者に専門知識や役立つ 

情報を提供し、個店を知り利用するきっかけづくりを実践。 
 

◆個店めぐりスタンプラリー 
 

 市民や来街者に個店めぐりのスタンプラリーを通して、市内の魅力 

あるお店を発見してもらい、リピーターを増やす。 

◆袋井駅南都市拠点土地区画整理事業 
 

 組合を設立し、8.7haの土地区画整理事業に着手。 

 

◆田端東調整池整備 
 

 調整池の護岸整備工事を実施。 
 

◆袋井駅北口駅前広場整備 

袋井駅南地区の街並みイメージ 

袋井駅北口 

◆ＪＲ袋井駅南口広場彫刻設置 
 

 袋井駅南口広場完成と市制施行１０周年を記念して、 

ＪＲ袋井駅南口広場に彫刻を設置。 
 

◆市民への体験・学習機会の創出 
 

 彫刻を「知る」「見る」「触れる」各種の事業を実施。 
  

 ・ 彫刻フォトコンテストの開催 

 ・ ＪＲ袋井駅南口広場彫刻の 

  制作現場見学ツアー 

 ・ 「彫刻を知ろう」講座の開催 

 ・ 東京藝術大学との交流事業 

予算 １億8,800万円 

彫 

刻 

袋井駅南口広場 

製作予定の彫刻 

予算 240万円 

予算 90万 予算 3,200万円 



・産地間連携の強化

・ミラノ万博日本館におけるＰＲと現地のニーズチェック ・販路拡大、新商品開発に向けた商談

・第１回サミット開催地としての「クラウンメロン」ブランドの頂点化

◎ 国際基準に適応したクラウンメロン生産体制の構築促進支援
・６次産業化セミナー等でGLOBALG.A.P.認証取得を促進

◎ メロンサミットと連動した生産体制と販売体制の充実 ◎ クラウンメロン振興協議会への活動支援
・市場流通に重きを置いた中での、新たな直販需要の掘り起こし ・ＣＢＣテレビ主催「中日クラウンズ」への協賛

・産地間連携による新たなメロン価値の向上の検討 ・秋作品評会in浜松市の開催支援、販促活動、イベント出店協力など

・資料展示会の開催と、価値の分析（解説文の作成）

・今後の活用方法の検討

・ウラジオストク(H25)に加え、モスクワへの販売網の拡大支援

・様々なお茶、お茶関連商品の試験的輸出の検討 ◎ 茶振興協議会と連携した「きら香」の販促拡大
・「きら香」の販売店舗の拡大（各種商談会への出店）

◎ 海外輸出に向けた生産体制の構築 ・「きら香」を活用した茶産地のＰＲ
・輸出基準（残留農薬、病害虫防除等）に関するセミナーの開催

◎ お茶農家の直販体制の強化支援（お茶の駅、イベント参加） ◎ 全国茶品評会などへの出品に向けた支援

◎ 水田フル活用ビジョンの実施による新規用途米等の生産拡大

・飼料用米の生産拡大に向けた支援

・産地交付金を活用した新たな転作作物の育成に向けた研究 ・袋井ブランド米「ふくほまれ」の栽培体制の確立

・新米収穫イベントの開催（10月予定）

◎ 袋井産米の地産地消（県内）に向けた取組み ・お米日本一コンテストin静岡などへの出品に向けた支援

・県内消費米の約６割＝県外産　→　市内産米の流通実態の調査

・県内における小売り、飲食店、個人への直販強化に向けた支援 ◎ 遠州の穀倉地帯「ふくろい」のイメージ戦略

・宣伝隊事業と連携したＰＲ活動（水源感謝米、各種物産展の出展等） ・「ふくほまれ」をトップとした「ふくろい米」の販促ＰＲ

◎ 袋井ブランド米「ふくほまれ」の販促ＰＲ

・袋井市長によるトップセールス（試飲会・販売会の実施、
バイヤーとの商談、関係機関からの情報収集　等）

拡充

〈事業の概要〉
　袋井市が誇る基幹作物である「温室メロン」、「お茶」の新たな販路拡大に向けて、農業者団体等と一体となって海外輸出を推進する。  併せて、「お米」を含めた基幹３大作物の
さらなる知名度、信用力の向上を目指して、各種販売促進活動を展開するとともに、高品質農産物の生産・販売体制の充実を図る。

ミラノ万博における「クラウンメロン」ＰＲ
　（8/23～8/27）

ロシア向け袋井茶輸出プロジェクトの拡大 新規 ◎ 「松下コレクション」の活用による茶文化の振興

個
性
が
光
る
農
業
の
実
践
と
農
業
者
所
得
の
向
上

全国メロンサミットinふくろい開催（6/27～6/28）

拡充 ◎

新規 ◎ 新規 ◎

世界に飛び出せ！ Made in FUKUROI 
～メロン・茶・米の販路拡大とブランド化～ 

生産体制と販売体制の充実 農産物のブランド化促進事業 

予算総額 

１，７００万円 

温室メロン 
トップofメロン 静岡クラウン 

お 茶 
味と香りのふくろい茶 

お 米 
遠州の穀倉地帯で育つ「袋井米」 



 袋井市総合健康センタ－オープン！ 
 
◆ 平成27年５月７日（木） オープン 
 
◆ 健康づくりをトータルサポート 
    

 

 

 

 

 

 
 

◆ 体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

予算総額 １６.８億円 

ケア 指導 相談 予防 

高
齢
者 

～ 

子
ど
も 

保健・医療・介護の各分野が連携し、 

一人ひとりの年齢や病態に応じて 

充実したサービスを迅速に提供！ 

＜重点推進項目＞ 

◇生活習慣病（糖尿病等）予防 

◇ロコモティブシンドローム予防 

◇認知症予防 

センター長(部長級職員) 

袋井市理事 

健康企画室 

地域健康推進係 

母子予防接種係 

検診指導係 袋井・浅羽保健センター 

健康づくり課 

地域包括ケア推進課 
地域医療推進係 

介護ケア相談係 
聖隷袋井市民病院 

休日急患診療室 

トータル 
コーディネート 

◆ 例えば…市民の健康づくりがこのように変わります！ 
 

 

〈これまで〉 

健康教室や公民館まつりで健康測定を実施して、運動や栄養の情報提供をしています。 

〈これから〉 

健康ナビゲーションシステムなど健康測定機器を充実し、その場で具体的な健康アドバイスを 

受けたり、運動教室の申込みができたりするようになります。 
 
 

 

〈これまで〉 

本人の健康状態のほか、親の介護や子どもの発達など家族の心配事がある場合は、それぞれの  

担当窓口で相談を受けています。 

〈これから〉 

総合相談窓口で、家族の問題をまるごと相談できます。また、家庭の状況を踏まえ、より本人に

寄り添った健康指導等を行います。 
  
  

 

〈これまで〉 

検診結果に応じた栄養指導や運動教室などを実施しています。 

〈これから〉 

さらに、ロコモ予防や認知症予防など個人の健康状態を加味した改善メニューを提案します。 

また、医師の受診や介護の手続などもスピーディーに行えます。 
 
 

 

〈これまで〉 

生活習慣病、認知症、生活支援など、いくつかの問題を同時に抱えている方は、それぞれの窓口

で手続を行い、サービスを受けています。 

〈これから〉 

総合相談窓口で、関係する機関への連絡・調整を行いますので、最適なサービスを迅速に受ける

ことができます。 
  
 

 

〈これまで〉 

病院退院後の介護や生活支援などは、市役所や包括支援センター、社会福祉協議会などに出向い

て手続しています。 

〈これから〉 

総合相談窓口を利用することで、一度に手続を行うことができます。 
  

家庭の状況を踏まえた相談に対応＜相談＞ 

オーダーメイドの健康指導の実施＜指導＞ 

いくつかの問題を抱えた方へのワンストップ対応＜ケア＞ 

退院から自宅療養への移行の円滑化＜ケア＞ 

健康測定と運動・栄養の情報提供＜予防＞ 

保健師・看護師 
が当番制で 

総合相談窓口を担当 



人命被害ゼロ を目指して!! 袋井市の地震対策の取組 
 南海トラフ巨大地震による大規模災害などへの備えや、災害発生時に迅速で適切な対策が実施できるよう、『袋井市地震・津波対策アクションプログラ
ム2013』に基づく各アクションを計画的に実施し、更なる安全・安心なまちづくりに取り組みます。 

予算総額 
13億2,200万円 

１ 【継】津波避難場所整備事業 
  中新田命山     ：整備工事 H27.12完成 
  湊西命山      ：整備工事 H28.12完成 

３ 【新】地域防災計画等推進事業 
  原子力災害時広域避難計画の策定 
  応急仮設住宅配置計画の見直し 
  災害廃棄物処理計画の策定（～平成28年度） 

２ 【継】一般住宅の地震対策 
  木造住宅耐震補強事業費補助事業 

    既存建築物耐震性向上事業費補助事業 
    ブロック塀等耐震改修促進事業 

４ 【新】情報伝達機器・防災施設整備事業 
  同報無線デジタル化整備事業（浅羽局） 
  袋井消防庁舎・防災センター整備事業 
  袋井市防災備蓄倉庫整備事業 

袋井市地震・津波対策AP2013 

【基本目標】 

② 液状化被害等への 
対策 

2,400万円 

● 公共下水道総合地震対策事業 
  （マンホール浮上対策事業) 
● 液状化相談員制度 
● 急傾斜地崩壊対策事業 
  （宇刈地区） 
 

③ 原子力災害への対策 720万円 

● 原子力災害時広域避難計画策定事業 
● 原子力防災避難訓練の実施（県との合同 
  訓練） 

④ 公共施設の地震対策 2億 
1,900万円 

● 緊急輸送路橋梁耐震化事業（諸井橋） 
● 天井等落下防止対策事業（中学校４施設、  
  幼稚園３施設） 
● 太陽光発電設備整備事業 
  （浅羽南小学校） 
● 停電時電源切替装置整備事業 
  （田原、浅羽東幼稚園） 

⑤ 一般住宅の地震対策 1億 
4,000万円 

● 木造住宅のわが家の専門家診断 
● 木造住宅耐震補強事業費補助事業 
● 既存建築物耐震性向上事業費補助事業 
● ブロック塀等耐震改修促進事業 
● 耐震シェルター整備事業費助成 

⑥ 防災関連施設･設備 
  の整備 

8,700万円 

● 袋井消防庁舎・防災センター整備事業 
● 袋井市防災備蓄倉庫整備事業 
● 災害対策本部・支部、避難所資機材等整 
  備事業 
● 防災倉庫、非常用給水タンク整備事業 
 

⑦ 地域防災力の強化 3,500万円 

● 自主防資機材整備事業費補助事業 
● 自主防用可搬ポンプ・ろ水機整備事業 
● 総合（地域）防災訓練の実施 
● 防災キャンプ（小中学生対象） 
● 子育てママ防災教室 

⑧ 医療救護の対策 310万円 

● 地域医療救護訓練の実施 
● 袋井市医療救護計画の見直し 
● 救護所医薬品及び資機材整備事業 
● 救護病院（中東遠総合医療セ 
  ンター）との連携強化 

⑨ 市民への広報啓発と 
  情報伝達の迅速化 

2億 
7,500万円 

● 同報無線デジタル化整備事業 
 （浅羽局71局分) 
● 袋井市ホームページリニューアルによる 
  防災情報の伝達強化 
● 袋井市メール配信サービス「メローねっ 
  と」の普及・促進 

⑩ ライフライン等の 
  今後の対応 

2億 
1,000万

● 上水道基幹施設及び管路耐震化事業 
● 電気、ガス及び通信事業者等との 
  連携強化 

⑪ 復旧・復興への対策 230万円 

● 応急仮設住宅配置計画の見直し 
● 災害廃棄物処理計画策定事業 
 （～平成28年度） 
● 防災交流都市「宮城県岩沼市」との交流 
  等による連携強化 

① 津波被害への対策 3億 
2,000万円 

● 袋井市静岡モデル防潮堤整備事業 
● 命山整備事業（中新田地区、湊西地区） 
● 命山整備用地取得事業 
 （東同笠・大野地区） 
● 袋井市静岡モデル記念植樹祭 
 



 平成27年秋 

 募集開始     

墓園の事業内容（平成27年度） 
   

～墓地の種類（イメージ）～ 

和式墓所 芝生墓所 壁型墓所 

公園の事業内容（平成27年度） 
 
・公園施設整備 
 （多目的広場、駐車場、園路、排水路 等） 

予算額 
一般会計（公園） ２億  ５００万円 

特別会計（墓地） １億３，０００万円 
・墓所使用者募集（４５０区画） 
・墓所区画整備 （Ｈ２７募集分、Ｈ２８募集分） 

・開園式の開催 

・現地見学会の開催 

・墓所の抽選 

・施設整備（駐車場） 

平成２７年度開園範囲 

待ち望まれた市営墓地が 秋にいよいよ開園！ 

入口 

管理等 
納骨堂 

多目的広場 

健康広場 

わんぱく広場 

芝すべり 

みつかわ夢の丘公園の事業概要 

【公園整備（みつかわ夢の丘公園）】 
 ・整備期間  ～平成２９年度 

 ・施設概要  管理棟（平成２９年度整備予定、墓地と共用）、多目的広場、わんぱく広場、 

        健康広場、芝すべり、健康遊具、散策道 など 

 ・全体事業費 ９億５，８００万円 

 ・面  積  約２０ヘクタール 

  

【墓地整備（袋井市夢の丘墓園）】 
 ・整備期間  ～平成５１年度 

 ・施設概要  ２，３０５区画（和式：１，２２０区画、芝生：６９０区画、壁型：３９５区画） 

        管理棟（平成２９年度整備予定、公園と共用）、納骨堂（平成３０年度整備予定） 

 ・全体事業費 ６億７，２００万円 

 ・面  積  約３ヘクタール 

墓所様式 幅 奥行
永代使用料
（非課税）

管理料
（税込み）

和式墓所 1.5m 2.0m 250,000円 2,910円／年

芝生墓所 1.5m 2.0m 260,000円 4,320円／年

壁型墓所 1.0m 1.5m 440,000円 3,670円／年

墓所料金（案）



市制施行10周年記念事業 
予算額：4,300万円 

 平成27年４月１日に市制施行10周年を迎える。 
  今までの歩みを振り返るとともに、様々な記念事業を契機に、次世代を見
据え、明るい未来に向かって、市民みんなで力強い一歩を踏み出す。 

 
市制施行10周年記念式典 

 
記念式典を開催し、市民の皆様と10周年をお祝いする。 

 
【日時】平成27年５月16日（土） 
【会場】メロープラザ 
【内容】◇第一部：市政功労表彰・感謝状贈呈 
         (仮称)「市民健康都市条例制定」宣言 
         高校生作成動画「ありがとう」披露 
         袋井親善大使任命 
         記念コンサート 
          市内出身：声楽家 加藤宏隆 氏 
          タンゴピアニスト 丸尾 綾子さん 
    ◇第二部：記念コンサート 
         記念講演 明治大学教授 齋藤 孝 氏 

 
～みんなで祝おう！10周年～  

中学生議会の開催 
 
 次代を担う市内４校の中学生が、市の将来のことやまち
づくりについて、自由な発想で主体的に考え、議場にて発
信する。 
 各中学校ごとに進め方を考え、実施する。 
 
【テーマ】「中学生が描く僕たちの袋井市」 
【参加者】（各校）中学生議員、傍聴生徒、保護者等 
     （市） 市長、教育長、各部長等 
 

高校生作成動画「ありがとう」 
 

 市内２校（袋井高校、袋井商業高校）の生徒が一緒になり、こ
れまでの感謝や恩返しの気持ちを表す「動画」を作成し、10周年
記念式典にて披露する。 
 この動画を作成することで、これから先の10年自分に何ができ
るか、世の中のために何ができるのかを考えるきっかけとする。 
  

～ありがとうの気持ちを届けたい～ 

 
「全国メロンサミットinふくろい」の開催 

 
 全国のメロン産地の生産者団体の代表者等が集い、メロン生産
に関する情報交換を行うとともに、メロンやメロン加工品の魅力
に触れる機会を消費者へ提供するなど、広くメロンの消費拡大を
図る。 
 
◇ビジネスサミット 
【日】6/27（土） 【会場】メロープラザ 
【内容】産地の事例発表、関係者によるシンポジウム 
◇イベントサミット 
【日】6/28（日） 【会場】小笠山総合運動公園エコパアリーナ 
【内容】各産地のメロンPR、メロンスイーツ・加工品等の販売 
 
【参加産地】袋井市、磐田市、掛川市、浜松市、森町 
      北海道夕張市、山形県酒田市、 
      茨城県鉾田市、千葉県銚子市、 
      愛知県田原市、高知県土佐市、 
      熊本県宇城市、宮崎県小林市 
 
       ～巻き起こせ！メロンムーブメント～ 
 
 

 
（仮称）市民健康都市条例の制定 

 
 「日本一健康文化都市」を目指し、一人ひとりが健康意
識を高く持ち、住んで良かったという喜びを実感できるま
ちを実現するため、市民、地域、企業、行政の責務を明確
にするとともに、それぞれが協働してまちづくりを進める
規範として条例を制定する。 
 

～住んでよかったという喜びを実感できるまちへ～ 

 
袋井駅南口広場への彫刻モニュメントの設置 

 
 市制施行10周年の節目の年に、駅舎の改築にあわせて
南口が開設されたことを記念して、南口駅前広場に彫刻

（モニュメント）を設置する。 
 
【作品名】「大地から宙（そら）へ」 
【作者名】重岡 健治 氏 
【完成セレモニー】平成28年３月（予定） 
 
           ～「彫刻のあるまちづくり」～ 

 
静岡モデル防潮堤植樹祭 

 
 袋井市の海岸周辺部を津波から保全するため、現状の
海岸防災林を盛土により補強し、海岸防災林の保全機能
を回復するため、市民協働による防災林の植樹を行う。 
 
   ～みんなで高める防災意識～ 
 
 

予算額 5,600千円 
～新たな一歩 踏み出せ未来へ～ 

予算額 5,800千円 

予算額 30,000千円 

予算額 1,000千円 



全施策に共通する施策立案・展開の方針

 

市政運営に対する決意（方針）
合併10周年“輝く未来への節目を祝って”

　平成27年度は、市制施行10周年の年であるとともに、次期総合計画の策定年度でも

あることから、“未来へとつながる１年”であることを強く意識し、事業を展開していく。

◎ 平成27年度施政方針　当初予算 主要事業体系◎ 平成27年度施政方針　当初予算 主要事業体系◎ 平成27年度施政方針　当初予算 主要事業体系◎ 平成27年度施政方針　当初予算 主要事業体系

（10周年記念における主要事業）

新◆◆◆◆袋井市夢の丘墓園の開袋井市夢の丘墓園の開袋井市夢の丘墓園の開袋井市夢の丘墓園の開園園園園

新◆彫刻のあるまちづくり事業彫刻のあるまちづくり事業彫刻のあるまちづくり事業彫刻のあるまちづくり事業

拡◆自転車を活かしたまちづくり自転車を活かしたまちづくり自転車を活かしたまちづくり自転車を活かしたまちづくり

拡◆歩いて楽しいまちなかプロジェクト歩いて楽しいまちなかプロジェクト歩いて楽しいまちなかプロジェクト歩いて楽しいまちなかプロジェクト
新◆空き家対策事業

新◆袋井駅南地区まちづくり事業

新◆都市計画マスタープランの策定

拡◆公共施設マネジメント計画の策定

新◆静岡モデル防潮堤整備事業静岡モデル防潮堤整備事業静岡モデル防潮堤整備事業静岡モデル防潮堤整備事業

拡◆同報無線デジタル化整備事業（浅羽局全71局分）同報無線デジタル化整備事業（浅羽局全71局分）同報無線デジタル化整備事業（浅羽局全71局分）同報無線デジタル化整備事業（浅羽局全71局分）

拡◆命山整備事命山整備事命山整備事命山整備事業業業業（湊西、中新田、東同笠・大野）

新◆消防庁舎用地及び(仮称)防災センター整備事業消防庁舎用地及び(仮称)防災センター整備事業消防庁舎用地及び(仮称)防災センター整備事業消防庁舎用地及び(仮称)防災センター整備事業

新◆防災備蓄倉庫整備事業防災備蓄倉庫整備事業防災備蓄倉庫整備事業防災備蓄倉庫整備事業（旧ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ跡地）（旧ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ跡地）（旧ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ跡地）（旧ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ跡地）

新◆都市防災基本計画の策定

新◆幼稚園遊戯室等天井落下防止対策（３園）

新◆避難所等落下防止対策工事 （４中学校の武道場）

拡◆上水道基幹管路耐震化事業

新◆応急仮設住宅配置計画の策定

新◆原子力災害時広域避難計画の策定

新◆「全国メロンサミット in ふくろい」の開催「全国メロンサミット in ふくろい」の開催「全国メロンサミット in ふくろい」の開催「全国メロンサミット in ふくろい」の開催

拡◆遠州三山などを活用したインバウンド戦略の検討遠州三山などを活用したインバウンド戦略の検討遠州三山などを活用したインバウンド戦略の検討遠州三山などを活用したインバウンド戦略の検討

拡◆ロシア向け袋井茶輸出プロジェクトロシア向け袋井茶輸出プロジェクトロシア向け袋井茶輸出プロジェクトロシア向け袋井茶輸出プロジェクト

拡◆袋井駅前 新観光案内所設置事業袋井駅前 新観光案内所設置事業袋井駅前 新観光案内所設置事業袋井駅前 新観光案内所設置事業

新◆チャレンジコラボショップ事業チャレンジコラボショップ事業チャレンジコラボショップ事業チャレンジコラボショップ事業（空き店舗の利活用）（空き店舗の利活用）（空き店舗の利活用）（空き店舗の利活用）

新◆◆◆◆エコパアリーナの利活用促進検討エコパアリーナの利活用促進検討エコパアリーナの利活用促進検討エコパアリーナの利活用促進検討

拡◆◆◆◆「「「「ふくろいブランド米」開発販売促進事業ふくろいブランド米」開発販売促進事業ふくろいブランド米」開発販売促進事業ふくろいブランド米」開発販売促進事業

拡◆個店の魅力アップ事業

新◆活人剣碑再建プロジェクト事業

新◆「松下コレクション」の活用検討

新◆市民活動普及事業（ＣＳＲ活動の普及・推進）市民活動普及事業（ＣＳＲ活動の普及・推進）市民活動普及事業（ＣＳＲ活動の普及・推進）市民活動普及事業（ＣＳＲ活動の普及・推進）

拡◆報徳の里ふかみ野草ガーデン整備事業報徳の里ふかみ野草ガーデン整備事業報徳の里ふかみ野草ガーデン整備事業報徳の里ふかみ野草ガーデン整備事業
新◆袋井宿開設四〇〇年記念事業（H28本大会）

拡◆地域による学校サポート本部事業（【新】今井小・袋井北小）

継◆市民と行政のパートナーシップ推進事業

拡◆（仮）三川公園整備事業

拡◆スクールガード事業（ボランティア用ベストの配布）

地域や市民とともに“パートナーシップの輝くまち” 快適で魅力的な“成長と成熟の調和がとれたまち”

新◆未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト（まち・ひと・しごと創生総合戦略）（まち・ひと・しごと創生総合戦略）（まち・ひと・しごと創生総合戦略）（まち・ひと・しごと創生総合戦略）

新◆子育て支援エリア「育ちの森」整備子育て支援エリア「育ちの森」整備子育て支援エリア「育ちの森」整備子育て支援エリア「育ちの森」整備
新◆◆◆◆子どもの未来を拓く教育研究事業子どもの未来を拓く教育研究事業子どもの未来を拓く教育研究事業子どもの未来を拓く教育研究事業（小中一貫教育・英語教育など）（小中一貫教育・英語教育など）（小中一貫教育・英語教育など）（小中一貫教育・英語教育など）

新◆袋井市中学生議会の開催袋井市中学生議会の開催袋井市中学生議会の開催袋井市中学生議会の開催

新◆確かな学力定着化事業 「袋井版学力調査」◆確かな学力定着化事業 「袋井版学力調査」◆確かな学力定着化事業 「袋井版学力調査」◆確かな学力定着化事業 「袋井版学力調査」

拡◆あたたかな人間関係づくり支援事業（ハイパーQU）◆あたたかな人間関係づくり支援事業（ハイパーQU）◆あたたかな人間関係づくり支援事業（ハイパーQU）◆あたたかな人間関係づくり支援事業（ハイパーQU）

新◆たんぽぽ第二保育園・どんぐり保育園の開園 （いずれも認可保育所）

新◆平和行政推進事業 （平和記念式典への中学生派遣）

新◆学校環境向上事業（小・中学校トイレ洋式化）

新◆浅羽中学校大規模改修事業

拡◆放課後児童クラブ運営事業

新◆総合健康センターのオープン総合健康センターのオープン総合健康センターのオープン総合健康センターのオープン

新◆（仮称）市民健（仮称）市民健（仮称）市民健（仮称）市民健康都市条例の制定康都市条例の制定康都市条例の制定康都市条例の制定

新◆認知症総合支援事業認知症総合支援事業認知症総合支援事業認知症総合支援事業

新◆地域包括支援体制整備事業

拡◆障害者等通所費助成事業（対象拡大：身体障害者・知的障害者）

新◆科学的健康増進プログラムによる健康づくり計画の策定

新◆市制施行10周年記念式典市制施行10周年記念式典市制施行10周年記念式典市制施行10周年記念式典

新◆袋井市中学生議会の開催【再掲】

新◆（仮称）市民健康都市条例の制定【再掲】

新◆高校生作成動画「ありがとう」

新◆「全国メロンサミット in ふくろい」の開催【再掲】

新◆袋井駅南口広場への彫刻モニュメントの設置

新◆静岡モデル防潮堤植樹祭

夢と希望があふれる“次世代を育むまち”

心ゆたかに いきいきと“健康に生活できるまち”

市民の生命や財産を守る“骨太な骨格を備えたまち”

当初予算 主要事業体系

人や企業に選ばれる“活力あふれるまち”

実感できる安心と希望、健康文化都市のための仕組みと仕掛け

若者が愛着と誇りを持てるまち、創造的な展開

改革と経営の両視点を併せ持った行政経営マネジメント

合併10周年。
実感できる希望と安心、
健康文化都市への

さらなる挑戦。

２月補正



平成27年度主要事業（重点事業）平成27年度主要事業（重点事業）平成27年度主要事業（重点事業）平成27年度主要事業（重点事業）

H2７予算額

【夢と希望があふれる“次世代を育むまち”】【夢と希望があふれる“次世代を育むまち”】【夢と希望があふれる“次世代を育むまち”】【夢と希望があふれる“次世代を育むまち”】 ４億１，２７７万円４億１，２７７万円４億１，２７７万円４億１，２７７万円

未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト（袋井市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 万円

子育て支援エリア「育ちの森」整備 １ 億 万円

子どもの未来を拓く教育研究事業 万円

袋井市中学生議会 万円

確かな学力定着化事業 「袋井版学力調査」 万円

あたたかな人間関係づくり支援事業（ハイパーQU） 万円

たんぽぽ第二保育園・どんぐり保育園の開園（認可保育所） １ 億 万円

平和行政推進事業 （平和記念式典への中学生派遣） 万円

学校環境向上事業（小・中学校トイレ洋式化） 万円

浅羽中学校大規模改修事業 万円

放課後児童クラブ運営事業 １ 億 万円

【地域や市民とともに“パートナーシップの輝くまち”】【地域や市民とともに“パートナーシップの輝くまち”】【地域や市民とともに“パートナーシップの輝くまち”】【地域や市民とともに“パートナーシップの輝くまち”】 １億４，０２４万円１億４，０２４万円１億４，０２４万円１億４，０２４万円

市民活動普及事業（ＣＳＲ活動の普及・推進） 万円

報徳の里ふかみ野草ガーデン整備事業 万円

袋井宿開設四〇〇年記念事業（H28本大会） 万円

地域による学校サポート本部事業（【新】今井小・袋井北小） 万円

市民と行政のパートナーシップ推進事業 万円

（仮）三川公園整備事業 １ 億 万円

スクールガード事業（ボランティア用ベストの配布） 万円

【人や企業に選ばれる“活力あふれるまち”】【人や企業に選ばれる“活力あふれるまち”】【人や企業に選ばれる“活力あふれるまち”】【人や企業に選ばれる“活力あふれるまち”】 ７，３７５万円７，３７５万円７，３７５万円７，３７５万円

「全国メロンサミット in ふくろい」の開催 万円

ロシア向け袋井茶輸出プロジェクト 万円

袋井駅前新観光案内所設置事業 万円

チャレンジコラボショップ事業（空き店舗の利活用） 万円

「ふくろいブランド米」開発販売促進事業 万円

個店の魅力アップ事業 万円

活人剣碑再建プロジェクト事業 万円

「松下コレクション」の活用検討 万円

【快適で魅力的な“成長と成熟の調和がとれたまち”】【快適で魅力的な“成長と成熟の調和がとれたまち”】【快適で魅力的な“成長と成熟の調和がとれたまち”】【快適で魅力的な“成長と成熟の調和がとれたまち”】 ９億１，７５８万円９億１，７５８万円９億１，７５８万円９億１，７５８万円

袋井市夢の丘墓園の開園 ３ 億 万円

彫刻のあるまちづくり事業 万円

自転車を活かしたまちづくり 万円

歩いて楽しいまちなかプロジェクト 万円

空き家対策事業 万円

袋井駅南地区まちづくり事業 ５ 億 万円

都市計画マスタープランの策定 万円

公共施設マネジメント計画の策定 万円

《新》 １４８

～ 合併10周年　実感できる希望と安心、健康文化都市へのさらなる挑戦 ～

《新》 ８００

《新》 ５０５

《新》 １００

《新》 ４６

《新》 ６，６７９

〈拡〉 ６６２

《新》 ５３３

《新》 １，２８０

〈拡〉 ３２４

〈拡〉 ８０

《新》 ５８７

〈拡〉 ２４５

《新》 １４

〈拡〉 ５，５２２

〈拡〉 ７７

１００

《新》 １，０００

〈拡〉 １，０３３

《新》 ７７

《新》 ２，５３９

〈拡〉 ２３９

〈拡〉

《新》 ７５０

《新》

《新》 ２２１

〈拡〉 ２，０００

《新》 ８５６

〈拡〉 ２８３

〈拡〉 ４９

《継》 ２６５

〈拡〉 ３５０

１００

《新》 ３，２８３

《新》 ３，４８７

《新》 ２００

人の輝きを先取る

まちの活力を先取る



H2７予算額

【市民の生命や財産を守る“骨太な骨格を備えたまち”】【市民の生命や財産を守る“骨太な骨格を備えたまち”】【市民の生命や財産を守る“骨太な骨格を備えたまち”】【市民の生命や財産を守る“骨太な骨格を備えたまち”】 ９億３，５３８万円９億３，５３８万円９億３，５３８万円９億３，５３８万円

静岡モデル防潮堤整備事業　 万円

同報無線デジタル化整備事業（浅羽局全71局分） ２ 億 万円

命山整備事業（湊西、中新田、東同笠・大野） ２ 億 万円

消防庁舎及び(仮称)防災センター整備事業 万円

防災備蓄倉庫整備事業（旧クリーンセンター跡地） 万円

都市防災基本計画の策定 万円

幼稚園遊戯室等天井落下防止対策（３園） 万円

避難所等落下防止対策工事 （４中学校の武道場） 万円

上水道基幹管路耐震化事業 １ 億 万円

応急仮設住宅配置計画の策定 万円

原子力災害時広域避難計画の策定 万円

【心ゆたかにいきいきと “健康に生活できるまち”】【心ゆたかにいきいきと “健康に生活できるまち”】【心ゆたかにいきいきと “健康に生活できるまち”】【心ゆたかにいきいきと “健康に生活できるまち”】 １７億　 ３３２万円１７億　 ３３２万円１７億　 ３３２万円１７億　 ３３２万円

総合健康センターのオープン １６ 億 万円

（仮称）市民健康都市条例の制定 万円

認知症総合支援事業 万円

地域包括支援体制整備事業 万円

障害者等通所費助成事業 万円

科学的健康増進プログラムによる健康づくり計画の策定 万円

【合併10周年“輝く未来への節目を祝って”】【合併10周年“輝く未来への節目を祝って”】【合併10周年“輝く未来への節目を祝って”】【合併10周年“輝く未来への節目を祝って”】 ４，５８２万円４，５８２万円４，５８２万円４，５８２万円

市制施行10周年記念式典 万円

袋井市中学生議会【再掲】 万円

（仮称）市民健康都市条例の制定【再掲】 万円

高校生作成動画「ありがとう」【再掲】 万円

「全国メロンサミット in ふくろい」の開催【再掲】 万円

袋井駅南口広場への彫刻モニュメントの設置【再掲】 万円

静岡モデル防潮堤植樹祭 万円

４

《新》 １１０

《新》 ８，１３３

４，２００

《新》 ５，９８０

《新》

〈拡〉 ７，６３０

《新》 ２００

《新》 ７００

《新》

５６２〈拡〉

６１１

《新》 ９１２

《新》

〈拡〉 ７，５００

《新》 ５６２

５４０

《新》 ３，６００

《新》 ６，０００

〈拡〉 ６，２４５

《新》 ９４３

《新》

《新》 ４６

《新》 ４

《新》 －

《新》 ５８７

《新》 ３，２８３

《新》 １００

安全・安心を先取る

その他



人の輝きを先取る

所管課 事務事業
H27予算額

（千円）
備考

企画政策課 未来☆ＧＥＮＫＩプロジェクト（袋井市まち・ひと・しごと創生総合戦略） 1,000
◇少子高齢化、人口減少社会への対策として、雇用の創出、子育て支援、都市基盤整備などあらゆる施策について、地方
創生総合戦略を策定し、各種事業の推進を図る。

すこやか子ども課 子育て支援エリア「育ちの森」整備 108,000
◇子ども支援室「ぬっく」が保健センター分室２Ｆへ、子ども早期療育支援センター「はぐくみ」が保健センターへ移転（とも
にH28.1）を契機に子ども・子育ての一体的なエリアの整備　H27予算額：施設改修費

学校教育課 子どもの未来を拓く教育研究事業 2,000
◇小中一貫教育の導入に向けた調査研究（学校運営の弾力化、小中学校間のカリキュラムの連携、交流活動の実施、教
員の相互乗り入れなど）◇英語教育の推進に向けた調査研究（小学校英語教科化を見据えた英語教育の強化）

学校教育課 袋井市中学生議会 455 ◇各中学校ごとに議場にて実施　H27.8実施予定

学校教育課 確かな学力定着化事業 「袋井版学力調査」 5,050
◇ＰＤＣＡによる学力向上・授業改善サイクル　◇国の学力調査（小6・中3）に加え、本市独自に小4・小5、中1、中2）で学力
調査を実施　◇5年後目標：全科目（国語A（知識）B（活用）・算数AB）で全国平均以上

学校教育課 あたたかな人間関係づくり支援事業（ハイパーQU） 6,622
◇いじめ・不登校の未然防止のため心理検査（ハイパーＱＵ）を対象学年（小3～小6）を拡大し実施。　◇不登校生徒出現
率目標：小学校H25：0.5%→H26：0.45%→0.3%　　中学校H25 4.8%→H26：4.0%→2.8%

すこやか子ども課 たんぽぽ第二保育園・どんぐり保育園の開園（認可保育所） 166,794
◇認可保育園２園追加に伴う増　◇（たんぽぽ第二（広岡地内：定員70人）、どんぐり保育園（旭町・高尾町地内：定員60
人））

企画政策課 平和行政推進事業 （平和記念式典への中学生派遣） 1,484
◇広島平和記念式典へ中学生を派遣
　４校×６人＝24人

教育企画課 学校環境向上事業（小・中学校トイレ洋式化） 5,330 ◇トイレ洋式化（２カ年計画）→各箇所１基整備　市内小中学校の洋式トイレ設置１００％へ

教育企画課 浅羽中学校大規模改修事業 12,800 ◇浅羽中学校大規模改修基本設計（H27：基本　H28：実施　H28～29：工事）

すこやか子ども課 放課後児童クラブ運営事業 103,244 ◇袋井南小学校放課後児童クラブ（保健センター分室１階）拡張のための資材備品購入　＋1,400千円

所管課 事業名
H27予算額
（千円）

備考

市民協働課 市民活動普及事業（ＣＳＲ活動の普及・推進） 2,208
◇CSR（企業の社会的貢献）活動普及のための増　＋1,000千円
◇市民団体活動調書作成、企業・NPO法人マッチング、コーディネーター養成講座

建設課 報徳の里ふかみ野草ガーデン整備事業 20,000
◇NPO法人みらいアースが主体となり、地元と行政の協働により整備
◇ワークショップ委託料5,000千円(園路境界ブロック設置及び野草植栽）、整備工事15,000千円

市民協働課 袋井宿開設四〇〇年記念事業（H28本大会） 8,557
◇H28：本大会（メインイベントH28.10.29～30）
◇H27：どまん中ふくろいウォークなどの既存事業をベースに実行委員会にて検討した事業の実施

生涯学習課 地域による学校サポート本部事業（【新】今井小・袋井北小） 494
◇学校と地域が連携して実施する事業（美化活動・見守り活動など）のコーディネーターへの謝礼
◇袋井北小で実施中。H27より新たに今井小で実施予定　★県補2/3

市民協働課 市民と行政のパートナーシップ推進事業 2,646
◇各地区の課題解決のための取組に対する支援を行う。
◇自治会連合会長、自治会長の事務軽減、地域担当職員：担当地域と行政の「つなぎ役」

建設課 （仮）三川公園整備事業 103,500
【国補】H19～27
◇園路広場整備工事、施設整備工事、植栽工

生涯学習課 スクールガード事業（ボランティア用ベストの配布） 2,831
◇登下校の見守りを行うスクールガードボランティアに対し、児童及びボランティアの方の交通安全対策の観点から、ベスト
の貸与を行うもの

夢と希望があふれる“次世代を育むまち”

地域や市民とともに“パートナーシップの輝くまち”



まちの活力を先取る

所管課 事業名
H27予算額
（千円）

備考

農政課 「全国メロンサミット in ふくろい」の開催 5,873
◇全国メロンサミットinふくろい　　開催日：6/27～6/28（参加予定：県外８市、県内４市１町（袋井市含む））
　 総事業費：23,000千円（市負担：補助5,500千円、負担金373千円）

農政課 ロシア向け袋井茶輸出プロジェクト 2,446 ◇モスクワへの袋井茶販路拡大に向けた市長のトップセールス等

産業振興課 袋井駅前新観光案内所設置事業 55,223 ◇敷地面積：72㎡、延床面積：104㎡、構造：木造2階建て　　　工事費：50,000千円【県補1/3】

産業振興課 チャレンジ コラボショップ事業（空き店舗の利活用） 140
◇袋井駅前の空き店舗を活用した、学生などによるチャレンジコラボショップ事業
　 空き店舗の多様な活用方法の提案、理工科大学との「地域学」の政策提言を実践する場とする。

農政課 「ふくろいブランド米」開発販売促進事業 800
◇ふくろいブランド米開発販売促進事業補助
 　販売が開始された「ふくほまれ」の販売促進活動や栽培方法の研究などを行う。

産業振興課 個店の魅力アップ事業 765
◇個店セミナー　299千円（H26参加店：前期33店、後期26店）
◇個店めぐりスタンプラリー　293千円（H26参加店：118店）　　　◇飲食店うまいものマップの増刷　173千円

産業振興課 活人剣碑再建プロジェクト事業 7,500 ◇活人剣碑台座及び周辺整備（可睡齋境内）に対する補助金（観光開発事業費補助事業）

農政課 「松下コレクション」の活用検討 1,000
◇松下コレクションの価値分析、展示会開催及び今後の活用方法の検討を行うための補助金
　 （袋井茶振興協議会補助事業）

所管課 事業名
H27予算額
（千円）

備考

環境政策課 袋井市夢の丘墓園の開園 334,868
◇墓地整備：墓地事業特別会計を新設　H27年秋に開園予定（450区画）　◇公園整備：【国補】H21～H29　工事費
187,500千円　　◇一般会計（公園）：204,868千円、特別会計（墓地）：130,000千円

生涯学習課 彫刻のあるまちづくり事業 32,826
◇袋井駅南口広場彫刻（重岡建治氏作「大地から空へ」）設置　+29,160千円
◇H28.2　完成式典

企画政策課 自転車を活かしたまちづくり 2,390
◇60歳以上への電動アシスト付き自転車貸出事業
◇（新）電動アシスト付き自転車購入費支援（補助金）　1,000千円

企画政策課 歩いて楽しいまちなかプロジェクト 1,000
◇H26：歩いて楽しいまちづくり基本方針作成
◇H27：地域との意見交換（事業内容説明）、都市再生整備計画作成・申請、事業可能性調査

建築住宅課 空き家対策事業 771
◇空き家対策特別措置法　H26.11国会成立
◇①空き家調査②跡地利用③税制措置等を踏まえた計画を策定し空き家対策を推進

都市計画課 袋井駅南地区まちづくり事業 525,392
◇にぎわいとうるおいのある健康的な都市空間の創出を図る。
◇駅南北自由通路関連391,892千円、駅南区画整理108,500千円、駅南調整池整備25,000千円

都市計画課 都市計画マスタープランの策定 10,000 ◇都市計画マスタープラン（立地適正化計画含む）策定委託料

企画政策課 公共施設マネジメント計画の策定 10,332
◇公共施設マネジメント計画等策定業務委託 10,000千円：基本方針の作成、施設の分析・評価、施設再配置計画の策定
など

人や企業に選ばれる“活力あふれるまち”

快適で魅力的な“成長と成熟の調和がとれたまち”



安全・安心を先取る

所管課 事業名
H27予算額
（千円）

備考

建設課 静岡モデル防潮堤整備事業　 59,800
◇H26～46、全延長5.35ｋｍ　◇Ｈ27年度；防潮堤整備60ｍ、希少野生動植物調査
※Ｈ26～28年度は県中遠農林事務所が実施する防災林造成事業と連携し実施する。

防災課 同報無線デジタル化整備事業（浅羽局全71局分） 275,000
◇同報無線デジタル化事業（H27～H28）：デジタル用アンテナ・基盤への更新
◇H27：浅羽71局　H28：袋井145局

市民サービス課 命山整備事業（湊西、中新田、東同笠・大野） 262,453
【命山整備】（国庫2/3）◇中新田地区：整備工事（H27.12完成予定）
◇湊西地区：整備工事（H28.9完成予定）◇東同笠・大野地区：用地買収（H29.3完成予定）

防災課 消防庁舎及び(仮称)防災センター整備事業 9,430
◇新消防庁舎及び市防災センター整備に伴う測量設計　◇用地に伴う経費として袋井市負担
◇地質調査及び基本設計は、広域行政組合において実施（H27)

防災課 防災備蓄倉庫整備事業（旧クリーンセンター跡地） 42,000
◇防災拠点施設（旧ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ跡地）の整備　★国庫1/2
　＜施設機能＞防災備蓄倉庫、ペリポートなど

都市計画課 都市防災基本計画の策定 5,400
◇都市防災基本計画策定（H26,27）【国補】1/3
◇①都市施設の整備方針、②市街地の整備方針、③建物の耐震・不燃化促進等の誘導などを決定。

教育企画課 幼稚園遊戯室等天井落下防止対策（３園） 36,000
◇遊戯室天井落下防止対策事業（山梨・浅羽東・浅羽北）
★国庫１／３

教育企画課 避難所等落下防止対策工事 （４中学校の武道場） 60,000
◇武道場天井落下防止対策事業（４校分）
★国庫１／３

水道課 上水道基幹管路耐震化事業 176,300
◇上山梨、堀越、国本、高尾地内の送水管布設替工事
◇老朽管更新（耐震化）第２次計画に基づき実施

防災課 応急仮設住宅配置計画の策定 2,000 ◇静岡県第４次被害想定に基づく「応急仮設住宅配置計画」の見直し　仮設住宅数：1,160戸→変更後1,520戸

防災課 原子力災害時広域避難計画の策定 7,000 ◇原子力災害時における避難先（県外）や避難方法・避難判断基準などを定めた「原子力広域避難計画」の策定

所管課 事業名
H27予算額
（千円）

備考

健康づくり政策課 総合健康センターのオープン 1,681,325
◇H27.5月ｵｰﾌﾟﾝの総合健康ｾﾝﾀｰ施設管理費用
◇保健、医療、介護の各事業経費（人件費含む）

企画政策課 （仮称）市民健康都市条例の制定 37
◇市制施行10周年記念事業
◇市民、地域、企業、行政が協働してまちづくりを進める規範として条例を制定する。

いきいき長寿課 認知症総合支援事業 1,100
◇認知症初期集中支援チームの体制づくり費用
◇認知症ケアパスの作成費用

いきいき長寿課 地域包括支援体制整備事業 9,123
◇高齢者の生活支援事業
◇総合健康センターにおける高齢者関連の相談事業

しあわせ推進課 障害者等通所費助成事業 5,616
◇H26までは、精神障害者のみ対象であったが、H27から、身体・知的障害者にも対象を拡充する。
　 H26:60人　→　H27:130人

健康づくり政策課 科学的健康増進プログラムによる健康づくり計画の策定 6,113
【H26事業内容】◇事業の検証　◇指標（KPI)の設定　◇全体事業の整理
【H27事業内容】◇H26の結果を踏まえた事業実施と再検証　◇健康づくり計画の策定

心ゆたかにいきいきと “健康に生活できるまち”

市民の財産や生命を守る“骨太な骨格を備えたまち”



その他

所管課 事業名
H27予算額
（千円）

備考

秘書広報課 市制施行10周年記念式典 5,618
◇5/16メロープラザにて開催
◇市政功労表彰、記念講演、コンサート、高校生作成動画「ありがとう」披露

学校教育課 袋井市中学生議会【再掲】 455 ◇各中学校ごとに議場にて実施　H27.8実施予定

企画政策課 市民健康都市条例の制定【再掲】 37
◇市政施行10周年記念事業
◇策定委員会委員費用弁償20千円

秘書広報課 高校生作成動画「ありがとう」 －
◇袋井高校、袋井商業高校の生徒が一緒になり、これまでの感謝や恩返しの気持ちを動画により伝える。
◇市制施行10周年記念式典にて披露

農政課 「全国メロンサミット in ふくろい」の開催【再掲】 5,873
◇全国メロンサミットinふくろい　　開催日：6/27～6/28（参加予定：県外８市、県内４市１町、袋井市）
 　総事業費：23,000千円（市負担：補助5,500千円、負担金373千円）

生涯学習課 袋井駅南口広場への彫刻モニュメントの設置 32,826
◇袋井駅南口広場彫刻（重岡建治氏作「大地から空へ」）設置　+29,160千円
◇H28.2　完成式典

防災課 静岡モデル防潮堤植樹祭 1,000 ◇記念式典、松の記念植樹など

合併10周年“輝く未来への節目を祝って”


