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4 月 1 日～稲沢市ワクチン接種コールセンター0120-542500 設置
6 月までは 4 月 29 日を除く毎日午前 9～午後 6 時(市 HP より)
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■高齢者向け新型コロナワクチン
国の方針で 4 月からワクチンの高齢者の方への優先接種
の予定ですが 4 月 5 日の週から愛知県にワクチンが出荷さ
れると通知がありました。県では人口の多い市町村から順
に 17 市に対し以下のように割り当てるとしました。
国からの出荷時期

数量

4 月 5 日の週

2箱

名古屋市に 2 箱

割当先の市町村

4 月 12 日の週

10 箱

名古屋市に 2 箱 豊田、岡崎、一宮、豊橋、
春日井、安城、豊川、西尾の各市に 1 箱

4 月 19 日の週

10 箱

名古屋市に 2 箱 刈谷、小牧、稲沢、瀬戸、
半田、東海、江南、大府の各市に 1 箱

4 月 26 日の週

54 箱

全市町村に 1 箱ずつ配送される予定

※1 箱：195 バイアル(975 回分、1 バイアル
で 5 回接種)

■愛知県議会２月定例会議案質疑から

左は県議会写真クラブ写真展に大村知事ご来場、官庁街の秋が入選しました。

公明党県議団の犬飼議員（中川区選出）が指摘した県社
会福祉協議会のずさんな対応には驚愕しました。コロナ禍の
中、生活福祉資金貸付制度の総合支援金は特例措置により
対象を拡大していますが愛知県の貸付額は全国平均を１０
万円ほど下回り、９月に県から県社協に改善の指導をしたに
も拘らず担当者は独自のヒアリングシートで市町村社協に圧
力をかけていました。杤本公明党稲沢市議団団長に確認し
たところ稲沢社協では特に問題はなかったとのことですが、
県社協は約 3,300 人に対し救済措置をするとのことです。

【令和３年度当初予算規模】

一般会計
特別会計
企業会計
合 計

伸率(%)

４５１億円
２６２億円
１７７億円
８９０億円

87.3
101.7
98.8
93.3

■子育て教育は稲沢で・・・稲沢市令和３年度予算の
新年度一般会計当初予算は４５１億６千万円で、東庁舎、

■愛知県議会２月定例会委員会質問から

廃棄物処理施設、休日急病診療所、祖父江生涯学習センター、

所属している県民環境委員会で、私立高校等の ICT 化等
について質問しました。授業でのデジタル機器が利用される
割合は OECD 等の諸外国が日本を上回っている現実があ
り、公立高校のタブレット一人一台がようやく国で議論が始ま
る中、私立高校の現状及び県の取り組みを質しました。

祖父江の森温水プール等の大型事業の減(終了)などにより
対前年度 65 億 7 千万円、12.7％の大幅減です。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２６２億余円、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１７
日本

７億余円、3 会計合わせた総額は 890 億 8 千万円、63 億
5 千万、6.7％の減です。

一般会計の歳入は、
市税は全体で 197.29 億円と対前年度 92.3％、16.45 億円の減(個人市民税対前年度 89.2％
の 71.93 億円、法人市民税同 65.5％の 6.58 億円、固定資産税同 96.2％の 99.53 億円)、地方特例交付金は新型コロナウイ

ルス感染症対策地方税減収補填特別交付金の創設により 3.45 億円(265.4％、2.15

億円の増)、地方交付税は

22.8 億円(71.3％、9.2 億円の減)、国庫支出金 62.64 億円、県支出金 35.03 億円、基金繰入 22.03 億円(財
政調整基金 15.5 億円ほか)、市債 38.26 億円(大型継続事業の終了により対前年度 54.7%、38.26 億円の大幅減)等です。

歳出は、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が 232.78 億円(一般会計の 51.5％ 対前年度 99.8%)、投資
的経費が 51.95 億円(構成比 11.5％ 対前年度 45.1%、63.35 億円の大幅減)、その他の経費が 166.9 億円(構成
比 37.0% 対前年度 98.9%)です。地方債残高見込額は 501 億円となり、人口 136,237 人では市民 1 人当
たり 36 万 8 千円と増加しています。以下は新規施策等の抜粋です。
●4 月 5 日の聖火リレー関連事業･･･0.14 億円 教育委員会
国府宮神社楼門前から市民会館までの聖火リレー、PV

や奨励金

（パブリックビューイング）

パラリンピック採火式のオリ・パラ事業に 0.01 億円(教育委員会)
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●稲沢おでかけタクシー事業･･･0.25 億円 市長公室
75 歳以上の高齢者及び障害者等で自宅から市
内全域へ運行(勝幡駅や 1 か所 10 分程度の一時立ち寄りも可)、
運行時間は平日 8：30～17：00 原則電話予約、利用料金半額
●自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助･･･0.01 億円 総務部

●感染防止と利便性の向上
【スマホ決済導入事業】
市税・料金の納付をスマートフォンアプリ
(LINEPay、PayPay、PayB)で…60 万円
【キャッシュレス決済導入事業】
市民課窓口でキャッシュレス決済(クレジットカ

7 歳～18 歳の児童・生徒等及び 65 歳以上の高齢者のヘルメット ード、電子マネー、QR コード決済)を導入…20 万円
の購入費用の 1/2 補助(上限 2 千円) 高齢者安全運転支援装置設 【電子申請サービス導入事業】
置促進事業費補助金も継続
●高齢者補聴器助成事業･･･0.01 億円 市民福祉部
認知症の予防に非課税世帯で聴覚障害を理由とす
る身体障害者手帳のない 70 歳以上の高齢者を対象、上限 3 万円
●地域生活支援事業･･･0.82 億円 市民福祉部

マイナンバーカードとスマホを利用して住民
票や税証明書等の申請可能に…0.01 億円
【マイナンバーカード交付事業】
交付率向上のため申請窓口の充実、交付
予約・管理システムの導入…1.14 億円

●保育・教育への支援等

4 月に東庁舎に福祉の拠点が開所されることに伴い成年後見セン 【保育支援者配置事業】
ターの開所や地域生活支援拠点事業の開始など支援の充実を図る 保育士の負担軽減・保育の質の向上に保
●認知症高齢者等個人賠償責任保険事業･･･20 万円 市民福祉部

育支援者を試行的に配置…0.03 億円

高齢者等安心おかえりネットの希望者を対象に認知症の方や介護 【スクール・サポート・スタッフ配置事業】
家族の不安解消のため市が契約者となり個人賠償保険に加入
●国産材のおもちゃを新生児にプレゼント等･･･0.05 億円 子ども健康部
森林環境譲与税を活用し新生児の 4 か月健診時に国産木
材のおもちゃを贈呈、児童館等に木のおもちゃを整備
●猫避妊手術費補助･･･0.01 億円 経済環境部

教員の多忙化解消に雑事務等の職員を配
置(東小 西小 里東小 下津小 小正小 治中 西中 祖中) …2.34 億円
【部活動指導員配置事業】
担当教職員の支援へ指導体制を充実(拡充：明
中バスケ男子 治中ハンド女子 西中ハンド女子剣道男女)…2.34

億円

【ICT 支援員配置事業】

野良猫の繁殖を抑え近隣住民への被害等を未然に防止し 小中学校で授業等にタブレット PC を有効活
良好な生活環境の向上を図るため避妊手術の費用を助成 用するため支援員を配置…0.36 億円
(不妊手術(メス)上限 1 万円、去勢手術(オス)上限 6 千円) 【水泳授業民間委託事業】
●小規模事業者活性化補助･･･0.3 億円 経済環境部
コロナ禍で打撃を受けた小規模事業者への継続支援としてホーム
ページの開設など売り上げ・利益改善の取組や感染症予防対策に
補助金交付(事業費の 1/2 補助、上限 15 万円)
●国府宮駅周辺地区再開発推進事業･･･0.06 億円 建設部

西小の水泳授業を民間に委託…0.05 億円

●まちづくりの推進
高御堂南・正明寺・国府地区及び稲島東地
区における勉強会の開催等…0.06 億円

●街路・河川整備費
木全池部線、井之口線等の街路整備…

国府宮駅周辺の再開発推進計画の策定に向け引き続き研究会を運 6.92 億円
営しながら既存計画のブラッシュアップを図る
三宅川流域、福田川流域等の河川整備…
●緊急消防援助隊愛知県大隊合同訓練運営事業･･･0.02 億円 消防本部 2.05 億円
10 月 28 日(木)にサリオパーク祖父江ほかで予定される愛知県等 ●荻須記念美術館特別展
が主催する合同訓練に協力し開催地として運営
●第 6 分団消防団詰所整備事業･･･0.78 億円 消防本部
老朽化した第 6 分団(大里地区)の詰所を移転整備

生誕 120 年を記念して 10 月 23 日～12 月
19 日に「生誕 120 年記念 荻須高徳展－
私のパリ、パリの私―」を開催…0.2 億円

●避難所資器材整備事業･･･0.04 億円 総務部
コロナ感染拡大防止対策及び迅速かつ効率よく避難所を開設する
ために体調不良者用テントなど各避難所に配備
●小学校音楽教室空調整備事業･･･1 億円 教育委員会
全小学校の音楽室に空調設備
へいわさくらまつり中止
28 日東海北陸道一宮稲沢北 IC 開通式
4 月 4 日消防団任命式
ハーモニーランドのカインズ稲沢店さんの

ア・ラ・グリーユ

向かいに

すてっぷ動物病院

を娘夫婦が開院しましたが準備などにあたふたです。新年度に向けて就職・進学、転勤・転職＆退職等 祝！新しい人生の
門出です。世界が一つに！With/After コロナの 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

