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浜松市議会のご報告
、

議員活動などをお伝
えします。

案内看板設置予定個所
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海岸利用者用進入路
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海 ※浜松土木事務所沿岸整備課HPより

※工事進捗状況によっては、進入路が変更となる場合があります。 進入路の位置については案内看板でご確認下さい。

施工
期間

①平成29年1月～平成30年  4月
②平成29年4月～平成30年11月
③平成29年9月～平成31年  4月
④平成29年1月～平成31年  5月

海岸利用者用進入路
B or C ・・・（平成29年1月～平成29年8月）
A or B ・・・（平成29年9月～平成31年5月）

砂丘観光客用進入路
D ・・・・・・・・・・（平成29年1月～平成29年3月）
E or F ・・・（平成29年4月～平成31年5月）

中田島町

皆さまの暮らし、
命を守る防潮堤の
進捗状況です。

日頃より「市民サポート浜松 馬塚さやか」の議員活動を
応援していただき、ありがとうございます。

本年も、「市民が住みやすい浜松市であるように」
精一杯尽力させていただきます。

【平成28年の活動報告】
● 平成２８年 ２月・５月・９月・１１月定例会
● 厚生保健常任委員会
● 危機管理特別委員会
● 議会運営委員会
● 政務活動研究会
● 議会改革検討会議
● 若手議員の会
● １年生議員の会
● 浜松女性議員の会
● 会派視察（新潟・千葉マリンスタジアム）
● 江南地区成人式実行委員会
● 浜松市沿岸域防潮堤整備推進協議会
● 五島協働センター地域ふれあい事業
 　実行委員会
● 三遠南信、浜松三ヶ日・豊橋道路
 　建設促進議員協議会総会

　これらの会で、会議、勉強会、視察などの
活動を行いました。このほか、NPOや各種団体
などの勉強会、講演会、懇談会、シンポジウム
などに出席し、多くの方たちとお話しをする
機会を得て様々な意見を伺い、色々な勉強
をさせていただきました。また、市内の大学
生との意見交換会を行い、若い世代の生の
意見を伺いました。
本年も「市民サポート浜松　馬塚さやか」
に、伝えたいこと聞いてみたいことなどがあり
ましたら、ぜひお声をかけて下さい。

議会質問について告知！ 

●日時：平成29年３月10日（金）　１３時～
●場所：浜松市役所8階の議場

2回目の議会質問を行います。
ご都合がよろしい方は、浜松市役所8階の
議場までお越し下さい。
ぜひ傍聴席で聴いて頂きたいと思います。

　議会改革の一環として、５月定例会から分割
方式で質問が出来るようになりました。今まで
の浜松市議会では、議員が質問項目を全部
読み上げた後に行政側が全部の質問に答えて
いく、一括方式でした。しかし、分割方式の導入
により質問項目を区切ることが出来るように
なり、その区切りごとに行政側が答えることに
なりました。昨年の議会質問の時とは違う質疑
応答の様子をご覧下さい。

　中田島砂丘への防潮堤工事では、中田島砂丘の景観
の変化や野生生物への影響が心配されています。また、
津波が来たとき、馬込川河口の埋め立てゴミの流失が懸
念されます。防潮堤工事と平行して埋め立てゴミの流失
対策も考えていかなければいけないと思います。

【周辺住民への注意事項】
●現場へのダンプが錯綜し危険ですので、往来・通行には十分注意して下さい
●現場内はロープ等で囲われ、進入禁止となります
●歩行者用の進入路は、AからFまで6ヶ所が設けられます
●案内看板は、中田島砂丘入り口に立てられます

　第10回 浜松市沿岸域防潮堤整備推進協議会が行われ、防潮堤整備状況の報告がありま
した。防潮堤17.5kmのうち、標高13mの築堤が現在完成しているのは、篠原工区の4.5km
で今年度末には更に1.9kmが完成する予定です。また、築堤する場所の特性に合わせて防
潮堤の造りが違い、中田島砂丘区間では景観に配慮して盛り土ではなく「盛り砂」をしま
す。馬込川河口右岸区間では、CSG材を使わず盛り土のみです。これは磐田市や袋井市、掛
川市と同じ造り方です。　

馬塚さやかにお声をかけてください

053-457-2491市民サポート浜松浜松市議会
〒430-8652  浜松市中区元城町103-2  浜松市役所7階　FAX 053-457-2490
E-mail sayaka.m@hamamatsu-shigikai.jp

皆様の地域でイベントや会合などありま
したら、お声をかけて下さい。
馬塚さやかが、市政のご報告やご意見ご
要望を伺います。一緒に考え、市政に活
かしていきましょう。

○○ってどうなってるの？○○した
いけど、どうしたらいいの？○○に
困っている…身近な問題や疑問等、
ご相談などありましたら下記までご
連絡ください。

市民相談について

報告
REPORT 

報告
REPORT 

市民サポート浜松　
馬塚さやかの活動報告

防潮堤工事について  -中田島砂丘周辺の防潮堤と歩行者進入路-



浜松市議会報告  
市議会からの積極的な情報発信で、
市民の皆様に市議会の活動を身近に感じていただけるようにします。

市 民
サポート
浜 松

平成27年度決算について報告
REPORT 

野球場建設問題について報告
REPORT 

バス・タクシー券等
交付事業について

報告
REPORT

肺炎予防のための肺炎球菌
ワクチン接種について

お知らせ
INFORMATION

歳　入 歳　出

２,９９２億　 ２,８７７億

２,１３１億　 ２,１１1億

５,１２３億

一般会計

特別会計

合　　計 ４,９８８億

「おんな城主 直虎」
大河ドラマ館オープン

話題
TOPICS

　平成２７年度の一般・特別会計の合計は、
前年度に比べ、歳入は２２６億円増、歳出は
２２２億円増でした。平成２７年度末の市債
残高は、４,７５５億円です。前年度に比べ、
１４９億円の削減となりました。中期財政計画
の目標値は、前年度に比べて９４億円削減の
４,８６２億円でしたが、それを上回る結果と
なりました。市民一人あたりの市債残高は、
前年度に比べ１万７千円減で、５８万９千円
となりました。

浜松市のホームページでは、本市の現在の
市債残高がわかる借金時計が見られます。

　大型スポーツ施設調査特別委員会は、2月
1日現在で9回開催されました。
その中で、今後の検討課題であり、委託調査
が必要な6項目の事項が示されました。

1.交通アクセス（鉄道駅・幹線道路）
　交通量調査、交通分担の推計等
2.地形・地質（液状化）
　施設の影響把握、対策工法の検討
3.環境（アカウミガメ）
　環境影響の基礎的調査、施設の環境対策検討
4.気象（風の影響）
　施設の強風対策の検討
5.気象（塩害）
　施設の塩害対策の検討
6.津波対策（浸水）
　設置時の津波による浸水影響及び対策検討

　今回野球場建設を検討するにあたり、立地・
気象（風）・規模が似ているため行政が参考に
している「千葉マリンスタジアム」に会派視察
へ行きました。現地では、千葉市の担当課職員
の方とスタジアム管理者の方に聞き取り調査
を行うとともに、ナイター実施時に照明等の
光の状況調査を行いました。

●７０歳以上の浜松市民で前々年分の所得
が２００万円未満の方が対象となってい
た、バス・タクシー券等の交付事業が平成
２８年度をもって廃止になる予定です。
●平成２８年１２月の厚生保健常任委員会
では、市民団体から提出された、事業の継
続を求める陳情書について審査をしまし
た。市民サポート浜松としては、この陳情
書の趣旨に賛同し採択すべきだと発言し
ましたが、賛同委員が少数（当会派＋１）の
ため、不採択になりました。

　肺炎は、日本人の死因第３位です。
（第１位 がん・第２位 心臓の病気）
６５歳以上の方は発症リスクが高まり、基礎
疾患（脳梗塞・慢性肺疾患・糖尿病・気管支
喘息・慢性心疾患等）があると更にリスクが
高まるので注意が必要です。そこで、肺炎を
予防するために、肺炎球菌ワクチンの接種
が推奨されています。
浜松市では、肺炎球菌ワクチンの接種に公費
助成をしています。
対象者の方々には、予防接種券が郵送され
ます。

●【平成２９年度・平成３０年度の対象年齢】
　６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、
９５歳、１００歳

●平成３１年度からは、６５歳のみが対象
●自己負担金／４,５００円　　
　（対象年齢外の方も接種可能ですが、医療機関
により異なり実費8,000円前後となります）

●小児用肺炎球菌ワクチンの接種も行ってい
ます。

●対象者／生後２ヶ月～５歳になる前日までの子ども
●接種費用／無料

　浜松を舞台としたNHK大河ドラマ「おん
な城主 直虎」が始まりました。
　浜松市北区気賀の「みをつくし文化セン
ター」が、放送開始に伴い「大河ドラマ館」と
して期間限定オープンしています。１月１５日
のオープンから３１日までの１7日間で、既に
入場者数３万人を突破しています。
一度、訪れてみてはいかがでしょうか。

●期　間 : 平成２９年１月１５日～
　　　      平成３０年１月１４日まで（無休）
●住　所 : 浜松市北区細江町気賀３６９
　　　      （みをつくし文化センター）
●開館時間 : ９時～１７時（最終入場１６時３０分）

「大河ドラマ館」の館内見取り図

成人用肺炎球菌ワクチンの接種を希望される65歳以上の方へ
提供 ファイザー株式会社

海岸から見た千葉マリンスタジアム　　　　　　  平成28年10月撮影

5歳未満
（とくに2歳未満）

免疫力が低下
してくる

年齢
（イメージ図）

免疫機能が未発達

65歳以上
免疫機能が低下

肺炎球菌感染症の発症数

肺炎球菌による
感染症にかかり
やすくなる

免疫機能
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