
  

 

 

■愛知県議会 2 月定例会 

 ２月 25 日に開会した 2 月県議会は豚コレラの緊急対策、子

どもが輝く未来基金条例の制定など平成３０年度関係を可決の

後、最終日に新年度関係の一般会計当初予算 2 兆 5,124 億余円

等の予算関係議案、組織の改編に伴う職務権限の特例、消費税等

による使用料の改訂等の条例制定及び愛知県部局設置条例の全

部改定等の条例関係議案等に加え、追加議案の豚コレラ対策の新

年度補正予算、石原副知事の後任の松井企業庁長、平松教育長の 

後任の長谷川総務部長の人事案件など全ての議案を可決・同意し 3 月 20 日に閉会の予定です。 

また、議長提案の豚コレラ対策及び任期満了に伴う地方選挙期日の特例措置について(受験と重な

る選挙期日の見直し)の意見書に加え認知症施策の推進について、幼児教育・保育の無償化の円滑な実

施についての意見書などを採択し国へ送致予定です。 

●第 8 款農林水産費第 3 項土地改良費議案質疑 

昭和24年に農業基盤整備を推進し農業の生産性の向上や農業構造の改善等の

ために制定された土地改良法ですが、平成 29、30 年に大きな改正がなされ、4

月から土地改良区へ複式簿記の導入(猶予期間3年)が義務化されることから、国、

県の取組を質しました。県が経費の一部を負担する国の補助制度により愛知県土

地改良事業団体連合会が 2 カ年をかけて資産評価をするほか、会計指導員の巡

回、農林水産事務所に窓口を設置するなど積極的に支援するとの事です。 

■愛知県議会議員選挙・・・3 月 29 日告示 4 月 7 日投開票 

4 年に一度の統一地方選と 3 年ごとの参院選が重なる選挙イヤーの亥年です

が、県議会選挙の事前説明会が 3 月 1 日に行われました。まだまだ流動的です

が、愛知県内 55 選挙区のうち定数を超える陣営が来たのは 29 選挙区、稲沢市

(定数 2 で鈴木と久保田氏の 2 陣営)など定数と同じ陣営数が 26 選挙区でした。 

■子育ては稲沢で・・・稲沢市平成 31 年度予算の 

新年度一般会計は 460 億 1 千万円で対前年度△1 億 6 千万円、0.3％の減です。国民健康保険、

介護保険、後期高齢者医療等の５つの特別会計合計は 258 億余円(下津陸田土地区画整理事業は事業完

了により廃止)、病院、水道、公共下水道、集落排水の４つの企業会計合計は 185 億余円、3 会計合わ

せた総額は△3 億 7 千万、0.4％減の 903 億余円です。 

一般会計の歳入は、市税 213.4 億円、地方交付税 32.5 億円、国庫支出金 58.4 億円、県支出金

30.2 億円、基金繰入 18.4 億円、市債 43.3 億円(対前年度 2.5 億円、106.2%増)等です。歳出は、

人件費・扶助費・公債費の義務的経費が 222.4 億円(一般会計の 48.3％ 対前年度 2.1 億円増)、投資的

経費が 59.1 億円(12.9％ 1.1 億円減)、その他の経費が 178.6 億円です。地方債残高見込額は 448 億

円で市民 1 人当たり約 33 万円と増加しています。 

以下は新規施策等の抜粋です。 

●クレジット・ペイジー決済導入･･･約 0.22 億円 新規 市長公室・総務部 

来年 4 月から市税等のクレジットカード決済・ペイジー(ネットバ

ンキング)決済による収納業務を実施へシステム整備 
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手話言語条例を制定した稲沢市で 3 月 3 日に『耳の日記
念聴覚障害者と県民のつどい in 稲沢』が挙行されました。 

【平成３１年度当初予算規模】 伸率(%)  
一般会計     460 億円   99.7 

特別会計     258 億円   99.8 

企業会計     185 億円   99.1  
合 計       903 億円   99.6 

 

4 月 7 日執行(投票)は愛知県議

選及び政令市の名古屋市議選
(告示 3 月 29 日)、 
4 月 21 日執行は一宮市議、津

島市議、あま市議(告示 14 日)、
大治町議、飛島村議(同 16 日)。 
7 月は参院選、9 月は

稲沢市議選です。 

http://www.city.inazawa.aichi.jp/ka_annai/kikaku/logo_use/data/png/c5.png


●おでかけタクシー実証実験･･･約 0.11 億円 市長公室 

大里西市民センター地区および平和支所地区の 75 歳

以上の高齢者・障害者・妊婦の方等で自宅から市内全

域等へ運行(運賃の 1/2 月～土の 8：30～17：00 要事前予約)  

●幼児教育無償化事業･･･(平成 31 年度分は全額国費) 子ども健康部 

10 月から幼稚園、保育園、認定こども園等の授業料、保育料

等を 3～5 歳児の全世帯で無償化等(本来は国 1/2 県 1/4 市 1/4) 

●中央子育て支援センター開所・運営･･･約 0.17 億円 子ど

も健康部 平成 32 年 2 月、明治プール 

跡地に中央子育て支援センターを開所 

●休日急病診療所整備･･･約 0.12 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)、

明治スズラン児童センターに仮設、平成 33 年運用開始予定 

●上丸渕駅公衆トイレ設置･･･約 0.25 億円 経済環境部 

名鉄上丸渕駅からいなざわ特別支援学校までの通学路に公衆

トイレがないため 12 月下旬予定で新設 

●(仮称)イチョウ見本園整備･･･約 4.44 億円 経済環境部 

祖父江ぎんなんのブランド化の強化等に向け見本園

を整備、設計料、用地取得費、物件移転補償費を計上 

●プレミアム付き商品券等発行･･･約 2.10 億円 経済環境部 

消費税率の引上げの影響緩和・消費需要喚起へ低所得者・3 歳

未満の子育て世帯にプレミアム付き商品券を発行等 

●(仮称)美濃路稲葉宿本陣跡ひろば整備･･･約 1.66 億円 経済環境部 

稲葉宿本陣跡地(元尾張農林水産事務所農業改

良普及課等の跡地)に歴史公園を整備 

●島東畑地区道水路改修･･･約 0.15 億円 経済環境部 

島西地区及び東畑地区の経年劣化に伴う改修事

業、平成 31～37 年度まで総事業費約 2 億円 

●雨水貯留施設設置･･･約 1.31 億円 建設部 

三宅川雨水整備計画に基づき稲沢公園バラ園西側道路内に雨

水貯留施設(容量 1,290 トン 延長 200m)の整備工事～32 年度 

●鉄道高架調査･･･約 0.09 億円 建設部 

名鉄国府宮駅付近の鉄道高架について国府宮駅周辺再整備(検

討調査事業として 2027 年リニア開業に向け再開発基本計画の策定…約 0.09 億

円)等との整合性や本線線形及び仮線・仮駅の影響範囲等を検証 

●(仮称)西町さくら公園整備･･･約 0.70 億円 建設部 

地域住民のワークショップに基づき憩いの

場として公園を整備(2000 ㎡) 

●第 6 分団消防詰所整備･･･約 0.17 億円 消防本部 

老朽化した大里地区の詰所を移転整備するため用地取得・埋立

造成工事、33 年度に整備工事予定 

 

 

 

 

 

20 日小学校卒業式 

4 月 6 日へいわさくらまつり 

7 日稲沢市消防団任命式 

20 日いなざわ植木まつり開場式 

 合併特例債による積極予算ですが施設の                       複合化も視野に将来設計を…

さて、3 期目の議員の任期も終了し、5 月には新しい元号、正(まさ)しく新しい時代がスタートです。新年度、進学・就職、

転勤そして退職など祝！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 

●小学校外国語教育推進 

平成 32 年度から小学校 5・6 年生で教科

として年間 70 時間の外国語(英語)を実施

することから今年度先行実施し特色のあ

る英語教育を推進…0.19 億円 

●新分庁舎等整備事業ほか 

【新分庁舎整備事業】 

災害対策拠点・福祉事務所・社会福祉協

議会の機能を新分庁舎に集約、平成 32

年度継続、総額約 21 億円…4.16 億円 

【平和認定こども園選考事業】 

旧平和支所跡地に民営の認定こども園を

建設するため事業者を公募・選考…0・00

億円 平成 34 年度運営開始予定 

【稲沢東第 2 児童クラブ整備事業】 

通学区の再編に伴い稲東小校区に第 2

児童クラブを整備、設計料等…0.18 億円 

【明日花東分室整備事業】 

現状の施設が手狭であるため同じ武道館

敷地内に分室を整備、設計料…0.06 億円 

32 年度工事 

【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、設計料…0.03 億

円  祖父江の森温水プールもリニューア

ル、設計料 0.33 億円 共に 32 年度工事 

【祖父江生涯学習施設整備事業】 

祖父江町勤労青少年ホーム老朽化など

のため旧祖父江支所跡地に祖父江生涯

学習センターを整備、設計料…0.16 億円 

31～32 年度工事 

【大里西公民館整備事業】 

耐震基準等から大里西公民館を移転整

備、設計料等 0.52 億円 32 年度工事 

【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機能

の一部を増築移転し調理室を新設、設計

料 0.20 億円 32 年度工事 

●荻須記念美術館特別展 

昭和初期の日本を代表する写真家、木村

伊兵衛氏がパリを撮影した作品を展示

…0.07 億円 教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ミラボー橋 パリ 1955 年 


