
 福祉課の窓口に手話通
訳者を週 2 日配置（新規

約 65万円 福祉保健部） 

【県議会の傍聴席には手話通

訳・要約筆記を要望(5日前)によ

り配置します】 

  

 
   
■ 

 3 月 25 日閉会の 2 月県議会は、一般会計 2兆 5,249億

円ほかの新年度予算関係をはじめ追加提案された平松教

育長の人事案件など全ての議案を可決・同意の予定です。 

また、子ども・子育て支

援の拡充や性犯罪被害

者に対する支援の充実

について等の意見書も

採択する予定です。 

新年度は愛知の未来に向けて、リニア、MRJ、FCV(燃料電池自動車➡水素社会の構築)が本格的に動き出し

ます。また、大規模展示場の構想が浮上した空港島はサミットで世界の玄関口に、3 県合同の総合水

防演習・防災訓練はサリオパーク祖父江が主会場になります。そして、文化芸術の 1 年としてあいちトリ

エンナーレ 2016、第 31 回国民文化祭・あいち 2016、全国障害者芸術・文化祭あいち大会と続きます。 

■稲沢市平成 28年度予算 

3月 3日開会 24日閉会予定の稲沢市議会３月定例会に上程された新年度一般会計は 453億円(環

境センターの長寿命化事業完了等により対前年度 18 億円、3.8％減)、国保保険給付費増等を含む８特別会計 280

億余円、市民病院の MRIの購入や水道事業の管路耐震化事業等を含む３企業会計 184億余円、総額

は 1.4％増の 918億余円です。 

歳入の市民税は 92 億円、固定資産税 99 億円、たばこ税と都市

計画税 9 億円程度など市税合計 210 億円、地方交付税 35 億円、

国庫支出金 57 億円、県支出金 27 億円、市債 41 億円等。歳出は

義務的経費(人件費・扶助費・公債費)が 218 億円(一般会計の 48.0％ 対前年

11 億円増)、投資的経費が 67 億円(14.8％ 26 億円減)等。地方債残高見

込額は437億円(臨財債 216億円含む)。以下は新規施策等の抜粋です。 

●公共施設等総合管理計画策定事業･･･約 0.05億円（新規 市長公室） 

 人口減少等により利用需要の変化が予想されることを踏まえ道

路等のインフラも含めた公共施設の長期的な視野を持った類型

別の管理方針等を定める公共施設等総合管理計画を作成 

●太陽光発電システム等整備事業･･･約 0.44億円（拡充 総務部） 

27 年度の設計に続き国のグリーンニューディール基金(県支出

金)により庁舎の非常用に太陽光発電及び蓄電池を設置 

●LED照明改修事業･･･約 0.62億円（新規 総務部）  

庁舎の照明器具を環境性能に優れた LED器具へ取替

(約 2,500 灯) 他に防犯灯(0.42 億円)や道路照明の

LED 化(建設部 0.1億円)、青色 LED生産の街として稲沢イ

ルミネーション実行委員会(経済環境部 0.02 億円)等も 

●生活困窮者自立支援事業･･･約 0.14 億円（拡充 福祉保健部） 

相談事業に加え、生活困窮者自立支援法に基づく家計

相談支援と学習支援の 2つの任意事業を開始 
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【平成 28年度当初予算規模】 伸率(%)  
一般会計 2 兆 5,249 億円  101.7 

特別会計    7,517 億円   96.0 

企業会計    1,665 億円   99.7  
合 計   3 兆 4,431 億円  100.3 

【平成 28年度当初予算規模】 伸率(%)  
一般会計     453 億円   96.2 

特別会計     280 億円  103.8 

企業会計     184 億円  112.4  
合 計       918 億円  101.4 
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●横断旗設置 
市内 23 小学校の通学路に横断旗を設

置（新規 130 万円 総務部）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●豊田合成本社のノーベル賞レプリカ 



東日本大震災から 5 年、今もなお復興                       に向け様々な努力が…。2011

女子サッカーＷ杯で初優勝を果たし立ち向かう勇気を届けたなでしこジャパンの東京五輪での復活に期待です。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 

●稲沢市民文化祭 
国民文化祭・あいち 2016 の開催に合わ

せ 11 月 13 日に音楽祭や伝統文化の体

験、美術作品展などを実施(約 160 万円 

教育委員会) 

 
 
 
 
 
10月 29日～12月 3日まで国内最大の文

化の祭典、国民文化祭を本県で初めて開

催、テーマは 愛故知新～伝統を「愛
いつく

」し

み、新しきを「知」り、文化は動く～   
●荻須記念美術館特別展 
荻須没後 30 年を記念し『パリに生きる 

パリを描く』をテーマにM氏秘蔵コレクショ

ンに加え笠岡市立竹喬美術館・神戸市立

小磯記念美術館の所蔵品を展示(10/29

～12/11 約 900 万円 教育委員会) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

小野竹喬（ちっきょう） 小磯良平 

●国府宮駅再整備に向けた検討調査 

･･･約 0.11億円（新規 建設部） 

稲沢市の玄関口として1日約2万2

千人の乗降客がある国府宮駅のリ

ニア開業までの再整備の完了を目

指すための検討調査 

●第 3子以降の授業料・保育料無料化･･･約 0.28億円 

（拡充 福祉保健部） 中学 3 年生以下の子供が 3 人以の

世帯の第 3子以降の幼稚園授業料・保育料を無料化 

●保育園耐震改修事業･･･約 1.24億円（拡充 福祉保健部） 

27 年度に実施設計を行った、祖父江、丸甲、領内、

長岡、山崎の各保育園の耐震改修工事を実施 

●放課後児童健全育成事業･･･約 2.26億円（拡充 福祉保健部） 

 坂田小の余裕教室の施設改修により放課後児童クラ

ブの利用時間を 17 時から 19 時 15 分まで延長等 

●子育て支援センター整備事業･･･約 0.67億円（新規 福祉保健部） 

 長野保育園を改修し子育て支援センターを開設(上項育成事業

により稲沢東小校区放課後児童クラブも開設) 

●健康診査(節目歯科)委託･･･約 0.04億円（拡充 福祉保健部） 

 節目歯科健診の対象を 10 歳毎から 5 歳毎に(45、55、65 歳を拡充) 

●住宅用蓄電システム設置費補助･･･約 0.01億円（新規 経済環境部） 

 住宅用の定置用リチウムイオン蓄電システムに 5 万円の補助 

●浄化槽設置費補助･･･約 0.54億円（拡充 経済環境部） 

生活排水処理基本計画及び汚水適正処理構想の見直しに伴い、新

築等の対象者や補助対象区域を拡大 (祖父江地区の合併浄化槽

遡及分補助は上下水道部に 0.1 億円計上) 

●第 2期平和工業団地開発事業･･･約 0.24億円（拡充 経済環境部） 

 第1期平和工業団地(23ha)に続き開発予定面積約10haの第2

期の開発事業の手続き調査等 

●防水板設置費補助･･･約 0.1億円（新規 建設部） 

 浸水被害軽減を目的に個人・店舗等が設置する費用に

対し 1/2(限度額 20 万円)の補助 

●稲沢西地区4号公園整備事業･･･約1.4億円（新規 建設部） 

稲沢西土地区画整理事業で公園用地 8,000 ㎡を整備 

●消防団強化事業･･･0.01億円（新規 消防本部） 

消防団のPR・式典の補佐業務等の女性消防団員9人、

大規模災害時の補佐業務の支援員 11人を増員 

●ふるさと新発見学習推進事業･･･40万円（新規 教育委員会） 

中学 2 年の社会科で稲沢市に密着したテーマを生徒自身が選択

し学習、優秀事例の発表会を 12月 27日に開催 

 

 

 

 

稲沢桜まつり(4/1～10 メイン 2日) 
 4 月 2 日へいわさくらまつり 

3 日稲沢市消防団任命式 
6 日小学校入学式 

20 日いなざわ植木まつり開場式 

●パパノート配付＆ 
ママベビーサポート事業 

男性の育児参加を促進するため父親向

けの手帳パパノートを配付 また、母子

保健コーディネーターとして専任保健師

を配置し様々な相談支援等を実施(子育

て世代包括支援センター母子保健型 )

（約 1,100 万円 新規 福祉保健部）  
  木全  魚住 遠藤（志智議員は選挙前）星野   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

市民クラブの皆さんが視察した和歌山市のパパノート 

名鉄国府宮駅 

駅前ロータリー 

 
視察後の一 

般質問で取上げた 
パパノートが新規事
業に繋がりました 


