
   

 

 
■県議会 2 月定例会 

 2 月議会は新型コロナウイルス感染症対策緊急つなぎ資金の創設や

同感染症対策の強化についての意見書等を早期議決し、新年度予算や

主要農作物の議員提案条例等を可決し 25 日に閉会予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

●水害リスクについて議案質疑 

概ね 1000 年に一度の想定し得る最大規模

の降雨に対応した浸水想定区域等の見直しは

新年度末までに公表予定(日光川等公表済み)。

新たな洪水ハザードマップは 22 市町村が新年度

策定予定。不動産取引時に住宅等の購入者への

水害リスクの説明が義務化の場合はチラシを

作成し周知徹底を図るなど答弁頂きました。 

■子育て・教育は稲沢で・・・稲沢市令和 2 年度予算の 

新年度一般会計は 517 億 3 千万円で対前年度 57 億 2 千万円、12.4％の大幅増で過去最大、500 億

円を突破です。国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、稲沢西土地区画整理事業の４つの特別会計合計

は２５７億余円(祖父江霊園事業は一般会計に移管)、病院事業、水道事業、公共下水道事業、集落排水事業の４つ

の企業会計合計は１７９億余円、3 会計合わせた総額は 954 億 3 千万円、50 億 7 千万、5.6％の増です。 

一般会計の歳入は、市税 213.7 億円、新設された(県からの)法人事業税交付金 1 億円、地方交付税 32

億円、国庫支出金 61.9 億円、県支出金 32.5 億円、基金繰入 27.1 億円(対前年度 8.7 億円、147.6%の大幅

増)、市債 84.3 億円(対前年度 41 億円、194.8%の大幅増)等です。 

歳出は、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が 233.2 億円(一般会

計の 45.1％ 対前年度 10.8 億円増)、投資的経費が 115.3 億円(構成比

22.3％ 対前年度 56.7 億円、195%の大幅増)、その他の経費が 168.8 億

円(構成比 32.6% 対前年度 9.7 億円減)です。 

地方債残高見込額は 488 億円となり、人口 136,702 人では市民 1 人当

たり約 36 万円と約 3 万円増加しています。以下は新規施策等の抜粋です。 

●4 月 6 日の聖火リレー関連事業･･･0.04 億円 市長公室＋0.11 億円 教育委員会 

国府宮神社から市民会館までの聖火リレー関連の他に、8 月 15 日のパラリンピック

採火式等のオリ・パラ事業に 0.01 億円(教育委員会) 
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【令和 2 年度当初予算規模】  伸率(%)  
一般会計    ５１７億円   112.4 

特別会計    ２５７億円    99.8 

企業会計    １７９億円    96.7 
合 計      ９５４億円   105.6 

稲沢市議会遠藤明副議長逝く 
昨年の市議選で 4 期目の当選を果たし副議長の要職に
ついていた遠藤市議が急逝いたしました。初当選からお
世話になった盟友の死を悼みご冥福をお祈りしました。 
 

●新型コロナウイルス対応 県では第二種感染症指定医療機関として尾張西部医

療圏の一宮市民病院など 12 か所 72 床(全国 4 つの特定の常滑市民病院、県内１つの

第一種の名古屋第二赤十字病院含む)に加え入院協力医療機関の 39 病院合わせて入

院患者用 190 床を、ＰＣＲ検査は 1 日 300 件以上を確保しています。 

イベントが中止・縮小される中、小学校の卒業式も縮小し換気のため窓を開けるなど

の対策をして実施、お話を伺った稲沢北小学校では在校生の通知表は来校(登校)して

配布、自主登校教室は当初 20 人程度で放課後児童クラブ(学童保育)の午前対応後は

数人、既に通常 5 月に実施する修学旅行も 11 月に変更したとのことでした。  
新型コロナウイルスに関する問い合わせ先 
●一般電話相談窓口 健康対策課０５２－９５４－６２７２ 一宮保健所 ０５８６－７２－０３２１ 

平日：午前 9 時～午後 5 時 土日祝日：午前 9 時～午後 5 時(一宮保健所は平日のみ)  
●帰国者・接触者相談センター 一宮保健所 ０５８６－７２－１６９９ 

平日：午前 9 時～午後 5 時 夜間・土日祝日：オンコール 24 時間体制 
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2002～3 年の重症急性呼吸器症候ＳＡＲＳでは 8,098 人が感染 774 名が死亡、 
新型コロナウイルスでは既に中国で 8 万人以上が      感染 3 千人以上が死亡。       

 
 

 

3/11WHO はパンデミックを宣言 3/21 時点の愛知県の受入等除く感染者 141 人(内入
院中 101、死亡者は全国最多の 16 人)  内訳はＡｸﾗｽﾀｰ 37 人(20) Ｂｸﾗｽﾀｰ 57 人(56)  

その他29人(25) 中国 2人(0) 死亡16

人 16 日には一宮市で感染者確認  
 

●新型コロナウイルス日別感染者数 
 
※県のＨＰが未更新のため 19、20、
21 日は追記(3/22 時点下図同様) 

●新型コロナウイルス累計感染者数 

＋4＋5＋2 



●稲沢おでかけタクシー事業･･･0.22 億円 市長公室 

今年度の実証実験を市内全域に拡大、75 歳以上 

の高齢者及び障害者等で自宅から市内全域等へ運行、利用料半額  

●新分庁舎等整備事業･･･17.14 億円 総務部 

災害対策拠点(防災対策機器等の整備事業に別途 0.41 億円)、福祉

事務所及び社会福祉協議会の機能を集約し整備、総額約 21 億円 

●公立保育園防犯カメラ整備事業･･･0.21 億円 子ども健康部 

園児の安全確保のために未設置の 16 園全園に防犯カメ

ラを整備する他、小・中学校防犯カメラ整備事業として小

中学校全校にも設置 1.03 億円 教育委員会 

●子ども医療費助成事業･･･7.03 億円 市民福祉部 

入院医療費無償化を高校生等まで拡大(8 月から)する他、放課後児童

クラブ利用料減免事業で非課税世帯は全額に拡大(子ども健康部) 

●休日急病診療所整備費補助･･･2.32 億円 子ども健康部 

老朽化した休日急病診療所を現敷地内で建替え(事業主体は医師会)、旧

明治スズラン児童センターに仮設、来年 4 月開所 

●胃がん内視鏡検査･･･0.02 億円 子ども健康部 

検診時 50 歳以上の市民を対象に 2 年に 1 回(令和 2 年は 8～10 月)

内視鏡検診を実施する他、生活習慣病予防対策事業で野菜摂取・減

塩料理のレシピコンテストを開催(6 月公募 7～8 月審査 10～11 月表彰) 

●(仮称)イチョウ見本園整備事業･･･3.77 億円 経済環境部 

祖父江ぎんなんブランド化の強化・確立

へ代表品種の保全、PR に見本園を整備 

●食料産業・6 次産業化事業費補助 

･･･0.27 億円 経済環境部 

食品産業推進のため食品製造業者等の

施設整備に補助金交付 

●洪水ハザードマップ作成事業 

･･･0.13 億円 建設部 改正水防法により国・県が公表した想定し得

る最大規模の降雨の浸水想定に基づき洪水ハザードマップを作製

する他、三宅川等に河川等監視カメラ設置事業 0.04 億円 総務部 

●屋内運動場スロープ設置及びトイレ様式化事業 

･･･0.19 億円 教育委員会 投票所等の利用に向けスロープの設置及

びトイレの一部様式化(稲沢北小 高御堂小 祖父江小) 

●国府宮駅周辺長期ビジョン検討事業･･･0.07 億円 建設部 

国府宮駅周辺まちづくり基本計画の長期ビジョンの具体化に向け

た検討の他、国府宮駅周辺地区再開発推進事業に 0.1 億円  

●訪問看護ステーション事業･･･0.44 億円 市民病院地域医療連携室 

在宅療養患者の夜間や休日の対応、がん患者の緩和ケアなどの療

養生活支援に訪問ステーション事業を実施する他、フレイル※予防

事業で健康教育等を実施 市民福祉部  

 

 

 

 
 

国内の感染も大変ですが海外も深刻で五輪                      など危惧されます。さて財政

が厳しい中スクラップ＆ビルド(あれかこれか)ではなく、あれもこれもの予算は将来が心配ですが…さてさて新年度、進学・

就職、転職＆退職等 祝！新しい人生の門出です。未来へつづくまちづくりへ 一生懸命働きます。愛知県議会議員 鈴木じゅん 

●集中する施設整備事業 

【児童センター改修事業】 

小正すみれ児童センターリニューアル、高

御堂カトレア児童センター調査…0.68 億円 

【稲沢東第 2 児童クラブ整備事業】 

通学区の再編に伴い東小校区に第 2 児童

クラブを整備、7 月開所予定…1.33 億円 

【明日花東分室整備事業】 

不登校児・生徒の施設が手狭のため武道

館敷地内に新たに分室を整備…0.39 億円  

【祖父江中学校プール整備事業等】 

老朽化した祖父江中学校プールを旧祖父

江支所敷地に移転整備…2.32 億円  

【祖父江の森温水プール熱源改修及びリニュ－アル事業】 

プール内のタイルの張替えほか大規模なリ

ニューアル工事を実施…6.64 億円 

【祖父江生涯学習センター整備事業】 

祖父江町勤労青少年ホーム老朽化のため

旧祖父江支所跡地に公民館的機能、郷土

資料展示等を含めた施設を整備…10 億円 

【大里西公民館整備事業】 

大里西公民館を移転整備…3.67 億円 

【稲沢公民館増築事業】 

稲葉老人福祉センターあすなろ館の一部機

能を増築移転し調理室を新設…2.34 億円 

【環境センター復旧整備に 17.48 億円】 

●まちづくりの推進 

【高御堂南・正明寺地区まちづくり基本調査事業】 

都市マスで市街地整備を図るとした地区の

土地区画整理事業への検討…0.09 億円 

【稲島東地区まちづくり計画推進事業】 

土地区画整理事業の概略設計に必要な検

討及び権利者組織の立上…0.04 億円 

●無形文化財等映像作成事業 

伝統文化継承のため無形文化財等の映像

を記録し祖父江生涯学習センターで放映 

(はだか祭 こがし祭 尾張の虫送り 三宮社の

御武射（おぶしゃ） 一時上臈（いっときじょうろう） 木遣音頭

（きやりおんど） 山崎地蔵まつり 高熊の輪くぐり) 
 

●荻須記念美術館特別展 

東京美術学校で荻須画伯と同級生で近代

洋画界の一端を担った牛島憲之氏の個展

を開催…0.07 億円 教育委員会 

 

 

 

 

 

 

            牛島憲之 まるいタンク 1957 年 

 

 

 

 

 

（4 月 4 日へいわなどさくらまつり中止) 
5 日消防団任命式(縮小) 
6 日聖火リレー 

20 日いなざわ植木まつり開場式 

山崎駅 

 
日光川 

※フレイル：自立した生活が送れる状態と介護を受けなければならない状態の中間の状態 


