
  

 
    
■愛知県議会 2月定例会閉会 [平成 27 年度予算成立！] 

 3 月 20 日に閉会の 2月県議会は、先月既報の通り一般会計

2 兆 4,817 億円ほかの新年度予算関係をはじめ追加提案され

た石原副知事の人事案件など全ての議案を可決・同意しました。 

また、新制度が本格導入され

るため子ども・子育て支援の

拡充や認知症対策の推進に

ついて等の意見書も採択し

国へ送致しました。 

新年度は、あいちビジョン 2020、第 3次地震対策アクションプラン、第 6 期高齢者福祉計画など

様々な計画の策定が進み大きく県政が動いてまいります。5 月には愛知県の植樹祭が稲沢市で開催さ

れ、8 月にはミラノ万博への出展、9 月には愛・地球博 10 年の節目としての全国都市緑化あいちフ

ェアが開催されます。また稲沢市では定数 4減の市議会議員選挙が執行されます。 

■稲沢市平成 27年度予算 

3 月 6 日開会 26 日閉会予定の稲沢市議会３月定例会で審議さ

れている稲沢市の新年度予算は、一般会計は前年度比 2.5％増で過

去最大となった今年度当初予算を上回る 471 億円、８特別会計

270 億余円、新市民病院の竣工・開院によりほぼ半減した病院事

業会計を含む３企業会計 164 億余円、総額 905 億余円です。 

歳入の市民税は 92 億円、固定資産税 96億円、たばこ税と都市計画税各 9 億円程度など市税合計

208 億円、地方交付税 35 億円、国庫支出金 57億円、県支出金 25 億円、市債 63億円等。歳出で

は扶助費・人件費・公債費の義務的経費が 206 億円(一般会計の 43.8％)に対し、２ヵ所に学校給食棟を

整備するなど投資的経費は 93億円(19.8％ 対前年 39 億円増)。以下は新規（拡充）施策等の抜粋です。 

●第 6次稲沢市総合計画策定事業･･･約 0.09億円（新規 市長公室）  現計画が平成29年度で終了すること

に伴い 30 年度からの新たなまちづくりの指針として新年度から 3 か年で策定 

●支所移転事業･･･約 0.66 億円（新規 市長公室） 平成 28 年 5 月に祖

父江支所を保健センター祖父江に、平和支所を旧平和町保健セン

ターに移転するための整備を 2か年で行う新年度予算分 

●私立幼稚園・保育園の給食費(主食代)補助、無料化･･･約 0.2 億円

（新規 福祉保健部） 私立幼稚園に通う園児(稲沢市在住)の給食費を

申請により月額 650 円補助、公立・私立保育園に通う園児(稲沢

市在住)の月額 650 円の給食費(主食代)を無料化 

●放課後児童健全育成事業･･･約 2.23 億円（拡充 福祉保健部） 

 子ども・子育て支援新制度を前に一部で先行実施した小学 6 生

までへの放課後児童クラブ拡大を市内全小学校区で実施 

●子ども医療費の助成拡大･･･約 6.6 億円（拡充 福祉保健部） 

 4 月診療分から中学生の通院医療費について自己負担額 2/3 の

助成から全額助成に拡大し償還払いを現物給付(窓口負担なし)  
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【平成 27年度当初予算規模】 伸率(%)  
一般会計 2 兆 4,817 億円  105.1 

特別会計    7,830 億円  102.2 

企業会計    1,669 億円   72.8  
合 計   3 兆 4,316 億円  102.2 

【平成 27年度当初予算規模】 伸率(%)  
一般会計     471 億円  102.5 

特別会計     270 億円  107.3 

企業会計     164 億円   74.3  
合 計       905 億円   97.1 
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●愛知県植樹祭関連事業･･･約 0.07億円（新規 経済環境部・建設部） 

5 月 16 日に稲沢市で開催(市民会館、文化の丘公園)される県植

樹祭に合わせ市植樹祭を実施し稲沢の植木をＰＲ 

●全国都市緑化あいちフェア関連事業･･･約 0.06億円（新規 同上） 

 愛・地球博記念公園で開催される全国都市緑化あいちフェアに稲

沢市緑化樹木研究会に委託し日本庭園を設営、サテライト会場と

なる稲沢公園バラ園の植栽整備 

●市内企業(大企業)再投資促進補助･･･約 2.5億円（新規 経済環境部） 

 市内に 20 年以上立地する企業の再投資に対して補助金交付(固

定資産取得費用相当額の 5％、限度額 5 億円、同額を県からも直接補助) 

●まちづくり事業･･･約 0.1億円（建設部） 

 新市街地として国府宮駅及び稲沢駅周辺 1ｋｍ圏内の稲島東地

区、小池正明寺地区及び国府地区でまちづくりを推進 新年度は

引続き稲島東地区での説明会の開催、土地買取価格の算出等 

●住宅耐震化事業･･･約 0.37 億円（拡充 建設部） 

耐震診断・耐震改修を木造住宅のみから非木造住宅まで拡大する

とともに耐震改修補助額を 90 万円から 100 万円にＵＰ等 

●第９分団詰所移転事業･･･0.19億円（新規 消防本部） 

 稲沢市消防団第９分団(牧川小及び長岡小校区)の詰所位置の適

正化を図るため平成 29年度の運用開始を目指し整備 

●わくわくドキドキ消防競技会･･･約 0.015億円（新規 消防本部） 

 小学生の代表(２ヵ年で市内全 23 校が参加)と消防団員による消防車の

綱引きなど楽しく消防活動に親しむ競技会を夏休みに開催 

●市民向け防災マップ配付事業･･･約 0.15億円（総務部） 

 9 地区ごとの防災マップ(今年度作成)を印刷し全世帯に配布する

とともに住民説明会を実施 

●平和中学校給食棟整備事業･･･約 4.89億円（教育委員会） 

 老朽化した平和町学校給食センターを廃止し平和中を親、3 小学

校(法立、六輪、三宅)を子とする親子方式の給食棟を28年度中に整

備 他に稲沢東小学校給食棟改築事業として 8.36 億円計上 

●稲沢の文化財展･･･約 0.025 億円（教育委員会） 

 市内 194 指定文化財から国指定 4 件、県指定 11 件を含む約

50 点件を 10/27～11/15 まで荻須記念美術館で展示 

■セントレア 2本目滑走路建設促進期成同盟会 
中部国際空港の 2 本目滑走路建設促進期成同盟会が 5 年振

りに開催され出席しました(右下写真は川上社長を囲んで同期の中村

県議と)。航空機が小型化し乗客数以上に路線数(計画では 1700 万人

想定ダイヤで約 300便が現状約1000万人で 260便)が増加し滑走路の発

着回数が増える中、空港の完全 24 時間化のためにもリニア開

業に合わせ 2 本目滑走路をと考えます。 

 

 

 

 

 

 

 
新・市民病院 

 
 
 
 
 
 
 

■整備が進む文化の丘公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全国都市緑化あいちフェアに出展 

 
 

県庁で究極のエコカー 
ミライに試乗しました 

 

 

 

 

 

 

■燃料電池車(ＦＣＶ)購入 

・・・0.08 億円（新規 総務部） 

 

 

 

県議会 2 期目最後の定例会、期首(2011)                       に鈴木が総務会長のとき副団長

と幹事長を務められ今期で勇退する近藤良三議員、仲敬助議員が共に登壇され凛とした一般質問をされました。旅立ちの

季節、様々な思いを受け継ぎながら前へ！前へ！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 

4 月 3 日県議選告示 12 日投票 
4 日へいわさくらまつり 

稲沢桜まつり(4/1～10 メイン 4日) 
5 日稲沢市消防団任命式 

6 日小学校入学式 
18 日いなざわ植木まつり開場式 

2015 あいち環境賞の特別賞に

青色ＬＥＤの事業化に成功した豊

田合成(株)が輝きました。2014

銀賞のユニー(株)も優秀賞です。 

 

今期最後の民主党県議団 
の県政報告を 2 月定例会 

閉会日の 3月 20日名古屋駅東口ロータリーで実施 
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