平成 28 年度予算が可決されました
年度予算が可決されました

-平成 28 年 3 月 24 日-

2 月 25 日から始まった 2 月市議会定例会は、市長の「施政方針」説明があって、平成 28 年度
予算審議が中心でありました。その「施政方針」では、平成 28 年度を今後に大きく飛躍するため
の準備を進める重要な年として下記のような方針が示されました。
“平成 28 年度は学府一体校や新たな市民文化会館、
（仮称）子ども図書館といった大規模事業
年度は学府一体校や新たな市民文化会館、
の基本構想の策定を予定し、今後の公共施設の見直しや子育て・教育環境の整備をするなど、こ
の基本構想の策定を予定し、今後の公共施設の見直しや子育て・教育環境の整備をするなど、こ
れからの 10 年に向けて、特に「子育て・教育」
「地域力の向上」に重きを置き、市民の皆様や地
域、市民団体、企業等との連携を強め、共に手を取り合って、安心して出産・子育てができる環
境づくりや、地域の元気の創出、防災・減災対策の充実などに取り組んでいく”
となっております。我々も、「磐田に住んで良かった」と云えるまちの実現に向かって、協力し、
努力してまいりたいと思います。

＜予算規模＞
一般会計 616.6 億円（前年比－6.1
億円）
億円

大型事業減少

特別会計 402.0 億円（前年比
10.0 億円）
億円

介護保険事業 4.8 億円増、
公共下水道事業 2.0 億円増
病院事業 6.3 億円増、
水道事業 1.1 億円増

企業会計 232.1 億円（前年比
7.4 億円）
億円
全体合計 1,250.7 億円（前年比
11.3 億円）
億円

＜概要特記＞





一般会計においては、民生費＋10.7 億円、教育費＋3.9 億円の増額はあるも、衛生費－8.0 億
円（衛生プラント施設整備完了）、災防費－9.7 億円（消防救急無線デジタル化完了）の減額
があって前年比△1.0％となっている。
特別会計は、介護サービス給付費増等あって、前年比 2.5％増加。
企業会計は、病院事業における医師や看護師の増員及びナースコール設備の改修等で 3.4％
増加。
市債残高年度末見込
1,098.7 億円 平成 27 年度末比－56.6 億円
財政調整基金残高見込
67.0 億円 平成 27 年度末比－17.5 億円
その他の基金
67.2 億円 平成 27 年度末比
7.2 億円

＜重点目標とテーマ＞
3 つの重点目標
① 将来を担う子供たちのために
② 市民の自立と住みよい地域をつくるために
③ 強い経済基盤をつくるために
7 つのテーマと主な優先施策
別添（裏面）通り

主な優先施策（新規・拡充事業）等予算
主な優先施策（新規・拡充事業）等予算

1. 子育て支援
・児童発達支援・就労支援一体型施設の整備…………………
80,793 千
・相談機能を整えた（仮称）子ども図書館基本構想の策定…
円
・放課後児童クラブの拡充（クラブ数 39→43）……………… 3,000 千円
・里帰り出産等に伴う県外予防接種費補助金の創設………… 220,812 千円
2. 教育振興
・ながふじ学府一体校整備基本構想の策定（豊田中学校区）…………………… 4,478 千円
・磐田北幼稚園の再築（H30.3 完成予定、定員 300 名程度）…………………… 187,302 千円
・磐田北小学校プールの改築工事（H29.6 完成予定）…………………………… 166,591 千円
・磐田スポーツ部活の設立（学校部活動の枠を超えた新たなクラブ）………… 10,432 千円
・コミュニティ・スクールの本格実施（市内全小中学校にて）………………… 3,880 千円
3. 地域力の向上
・（仮称）豊浜交流センターの建設（市内 23 番目となる交流センター）………271,529 千円
・市民文化会館整備基本計画の策定（場所は？
）……………………… 6,300 千円
・空き家リフォーム補助金の創設（空き家の有効活用を図る）………………… 20,000 千円
・卓球場・アーチェリー場整備の実施設計（かぶと塚テニスコート跡地）…… 10,932 千円
・J1 復帰ジュビロ磐田応援事業（アウェーゲーム応援観戦バスツアー）……… 5,600 千円
・ラグビーワールドカップ・オリンピック等応援事業…………………………… 7,632 千円
4. 地域福祉、支えあいの推進
・24 時間対応訪問介護・看護事業所の開設支援…………………………………… 10,300 千円
・生活困窮者の就労準備支援（一般就労に従事する準備として）……………… 9,600 千円
・障害者福祉施設の整備支援（社会福祉法人等が設置する施設整備に補助）… 101,153 千円
・認知症対策の推進（認知症の方やその家族の支援体制強化）………………… 1,149 千円
5. 防災・減災対策
・海岸堤防の整備推進（太田川右岸・竜洋海洋公園内）…………
・同報無線のデジタル化（H28 年から 3 年間かけて）……………
・久保川治水プロジェクトの推進（ポンプ場、雨水幹線整備）…
・化学消防ポンプ車の更新……………………………………………
6. 産業の育成・支援
・次世代型農水産業を推進する補助金の創設………………………………………
・市内企業の海外交流支援（シリコンバレーにおけるビジネス可能性調査）…
・渚の交流館の開設（福田港 食とレジャー、海辺の魅力を発信）……………
・福田漁港へのアクセス道路の整備…………………………………………………
・起業・創業への支援（女性起業家育成講座・専門家による相談窓口）………
7. 都市基盤の整備
・JR 新駅の設置推進（新駅南北連絡線設置工事他）………
・JR 新駅アクセス道路の整備（大立野福田幹線）…………
・新貝土地区画整理支援事業…………………………………
・鎌田第一土地区画整理支援事業……………………………
・西之島 17 号線道路整備
…
・遠州豊田 PA 南地区開発に伴う文化財発掘調査…………
・新東名スマート IC の整備推進……………………………
・公園他照明の LED 化…………………………………………

（高木蛭池線⇔県道豊浜磐田線）

ふるさと納税と地場産業
ふるさと納税と地場産業活性化
地場産業活性化

平成 28 年度ふるさと
年度ふるさと納税
寄付金）収入予算 10 億円
ふるさと納税（
納税（寄付金）
ふるさと納税の磐田市平成 27 年度見通しは 10 億円であります。前年度実績 1.17 億円と比べると
大きな進展です。今平成 28 年度の予算も 10 億円としており、自主財源の一角を占めるまでにな
りました。静岡県内では、断トツの焼津市に次ぐ人気自治体となっております（逆に、都市部で
は横浜市のように平成 28 年度住民税が 29 億円減収というところもあり）。
平成 27 年度から誰でも簡単に対応できるように法が改定されたことと、寄付額の約 1/2 相当の返
礼の品物が当初の鰻・メロン主体から、幅広くバラエティを増やし（金額に応じて）、地域の産物
が加えられたことによると思料しています。
全国自治体が「返礼品合戦」の様相となっていて、当初の純粋なふるさと応援とは少々かけ離れ
てしまった感がありますが、10 億円の寄付収入は、5 億円の地場産品を購入していただくことに
繋がるわけですから力を入れざるを得ません。今後の企業版ふるさと納税が加わると、更に財源
基盤が大きく変化してくる市町が出てくるかと思いますので、ふるさと納税はより無視できない
制度となってくるかと思料しています。

人気返礼品の
（3
人気返礼品の逸品ご
逸品ご紹介――
紹介――カワイの知育玩具
カワイの知育玩具「
知育玩具「ミニグランドピアノ」
ミニグランドピアノ」
（3 万円以上の
万円以上の寄付
者）
２００９年国際ピアノコンクールで優勝した辻井伸行さんが幼少期に親しんでいたとして注目を
浴びたロングセラー「カワイミニピアノ」は、磐田市掛塚の（有）鈴木鍵盤製作所（従業員 32 名）
で造られていると知り 2 月訪問してまいりました。平成 27 年 12 月には年末の駆け込み納税があ
って、磐田市になんと 159 台の納入がありました。本格的な NC 木工加工、ピアノ鏡面塗装、そし
て弦ではなくアルミパイプでしたが１台 1 台調律して仕上げられておりました。

