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あけまして
おめでとう
ございます

市議会
月定例会が
月２日から 日まで開催さ
れました︒市長提案の 議
案︵一般会計補正予算と条例
改正案・指定管理者の指定︑
人権擁護委員の推薦など︶の
審議をおこない︑いずれも可
決・同意となりました ︒

ていま すが︑ 今回の 買収
には袋 井警察 署の誘 致・
建設地 決定と リンク して
いて︑ その経 過︑取 得の
必要性 ︑買収 価格な ど議
会審査 でも多 くの疑 問の
声がありました︒
総 務 文 教委 員 会で は 異
例の付 帯決議 をつけ ての
議決となりました︒

精神障害者施設建設
に補助金

掛 川市 袋
･ 井市 病
院建設協議会は︑
月 日︑基本構想を
確認し︑両市長に答
申しました︒
この基本構想では︑
﹃新病院の将来像﹄
として﹁急性期入院
治療に特化﹂が示さ
れ︑外来が制限され
ます︒
１次救急への対応︑
予防医療への対応な
ど地域医療の核と
なる﹁市民の病院﹂
﹁おらが病院﹂とな
りうるのか疑問で
す︒
また︑最重要課題
となっている医師
確保については︑医

１２

間の管 理を別 表のよ うな
団体に指定します︒
月見 の里学 遊館の 指定
管理者 制度の 導入は ︑は
じめて のため 来年度 から
３年間です︒

療従事者の満足度の向
上﹂を 謳って います が︑
確実な もので はあり ませ
ん︒
﹃新病院の規模﹄では︑
﹁５００床程度﹂が示さ
れ︑現在の８５０床から
大幅に減ります︒急性期
医療に集中︑病床利用率
％︑在院日数 日など︑
市民の入院治療に応えら
れるか疑問です︒
﹃ 建 設 場所 ﹄ は︑ 掛 川
市長谷 下･俣地区︵菖蒲ヶ
池ゴル フ場︶ が最適 地と
しています︒

１２

駅 や 市 役所 ・ 人口 重 心
点から 見ると ︑地理 的・
社会的 に大き く掛川 に偏
っています︒︵図参照︶
両 市 の 中間 点 付近 と い
う市民 の願い から大 きく
かけ離 れたと ころと なっ
ています︒

９５

二〇〇九年一月

一般会計補正予算
今回 の補正 は︑７ 億６
４６０ 万円の 追加で ︑総
額３０ ２億８ ４６０ 万円
となりました︒

退職金と土地等の購入

北地 区可睡 地内の 市有
地を無 償で貸 与し︑ ＮＰ
Ｏ法人 すずら んの会 ・Ｎ
ＰＯ法 人ひつ じの会 がそ
れぞれ 県から の補助 も受
け︑施 設を建 設しま す︒
障害者 の地域 の受け 皿づ
くり︑ 生活・ 自立・ 就労
支援等を行います︒

指定管理者の指定
指 定 管 理者 制 度が 導 入
され３ 年を経 過︑来 年度
は切替 えの年 です︒ 各施
設とも来年４月から５年

１７

★笠原老人福祉センター
袋井市社会福祉協議会
★田原農村総合管理センター
下新池自治会
★月見の里学遊館ほか１施設
袋井市文化協会グループ

日 本 共 産 党袋 井 市 議 団
昨年末からの﹁派遣切り﹂
﹁首切り﹂など︑大企業の人
をモノのように扱う横暴勝手
に強い憤りを感じます︒
真面目に働く人︑弱い立場
の人が大切にされる国政 市
･
政目指してがんばります︒
本年もどうぞよろしくお願
いいたします︒

歳入の主なものは︑交付
金や補 助事業 の確定 等に
よる地 方特例 交付金 約１
千万円 ︵道路 特定財 源暫
定税率 失効期 間中の 減税
分の補填︶︑国庫補助金約
２億９ 千万円 余と財 政調
整基金 繰入金 約５億 ５千
万円などです︒
歳 出の 主なもの は ︑ 土
地 建
･ 物の購入約２億７
千万円︵次項参照︶︑退職
者増に よる退 職金２ 億２
千万円 ︑生活 保護費 や保
育所費 など扶 助費の 増額
などです︒

庁舎拡張に疑問続出

袋井･森シルバー人材センター

１２

３０

１２

１９

市 は市 役所 東側 の旧１
００円ショップを会議
室・ギャラリー等に︑旧シ
ューズ ショップ を 防 災 倉
庫等と して活 用する とし

★宇刈いきいきセンター
宇刈自治会連合会
★Ｂ＆Ｇ海洋センターほか２施設
㈱サンアメニティ
★市民体育館ほか１０施設
袋井市スポーツ協会グループ
★あゆみの家
社会福祉法人明和会
★可睡寮
社会福祉法人明和会
★シルバーワークプラザ
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