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■平成２８年６月定例愛知県議会開会 

 ６月１６日に６月議会が開会しました。上程された議案は

大規模展示場整備事業費など約６億 3 千万円の一般会計補正

予算(財源は国関係約 5.7 億円、県繰越金約 0.6 億円)、あい

ち航空ミュージアムの観覧料等を定める愛知県名古屋飛行場条

例の一部改正や待機児童の解消に向けた保育士配置に係る特

例等を定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正などの条例関係が９件、寄付金による物

品(絵画：ムンク作イプセン『幽霊』からの一場面)の買入や公

安委員会委員の選任などのその他の議案が８件などです。 

【大規模展示場整備事業費】 

首都圏に並ぶ交流拠点を目指し常滑市の空港島に展示面積６

万㎡の大規模展示場(1万㎡×6室、但し多目的利用可能な無柱空間は

1 室)を 2019 年秋頃までに開業するために設計・施工に着手(今回

計上約５千万円、債務負担行為約 349 億円 建設費総額約 350 億円) 

【保育補助者雇上費貸付事業費】 保育士の業務負担軽減のため

保育補助者の雇上げの費用を貸付(年約 3百万円以内、返還免除有) 

【農福連携工賃向上推進事業費】 農業分野での障害者の就労を

支援し職域の拡大・工賃水準の向上を推進(アドバイザー派遣等) 

■稲沢市内の犯罪、交通事故発生状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【平成 27 年市内小学校区別の主な犯罪発生状況】 

               (その他 11件を入れ合計 1526件) 
                    
  
【平成 27 年管内人身交通事故小学校区別発生状況(人)】 
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稲沢警察署管内の昨年の犯罪の発生件

数(刑法犯の認知件数)は 1,526 件で前年

比 13％の増加、六輪は 42 件と倍以上の

増加、稲沢西、千代田も 30 件以上、法立、

千代田は率で 74％の増加、下津は 11 件

増で一昨年同様市内ワースト１です。県全

体では 76,663 件と－9.8％減でした。 
●県全体の昨年の刑法犯認知件数は76,663件で－

9.8％の減。8 年連続ワースト 1 の侵入盗、自動車

盗、振込め詐欺などの特殊詐欺を最重点。  

交通事故死者数は 4 人増の 9 人でした

が、人身交通事故発生数(死傷者数)は、

808 人で前年比 10％の減少でした。減少

人数 BEST3 は、稲沢北 27 人、大里東

19 人、下津 15 人です。 
●県全体の昨年の交通事故死者数は 9 人増の 213

人で 13 年連続ワースト 1(人口当りでは 39 位)、6 月

16 日現在もワースト 1 の非常事態です。特徴は、高

齢者が 6 割弱、自転車が 10 人増で 2 割強、交差点

内が 5 割弱。  

 

交通安全スリーＳ運動 
Ｓｔｏｐ（ストップ） 
Ｓｌｏｗ(スロー) 
Ｓｍａｒｔ(スマート) 

推進宜しくお願いします！ 

 

平成 29年秋頃の開館を目指すあいち航空ミュー

ジアムの観覧料(一般 1000 円等)及び管理等に

ついて愛知県名古屋飛行場条例を一部改正。 

大規模展示場 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Minshinto_Logo.png


■あいちレポート 2015 
 2014 年 3 月に策定したあいちビジョン 2020 では、①リニアを

生かし世界の中で存在感を発揮する中京大都市圏、②日本の成長を

リードする産業の革新・創造拠点、③人が輝き女性や高齢者障害の

ある人などすべての人が活躍するあいちを掲げ取組んでいますが、

その年次レポートあいちレポート 2015 では県の取組や県内各地域

における人口や産業の動向、地域間の結びつきなど地域構造を分析。 

 ●地域の区割り図      ●総人口の推移 2040 年(2010年を 100 とした比較) 

                   ●人口 10 万人当たり医師数 

 

 

 

 

 

 

 
 

18 の主要都市(尾張中西部・

海部地区では旧広域行政単位

の海部津島は津島市、同尾張

西部は一宮市、稲沢市、同尾張

中部は北名古屋市)に対し、主

要都市への通勤率や購買率(商

圏)が 5％以上などの地域間の

結びつきを分析。通勤圏では一

宮・愛西・あまから稲沢へ、稲沢

からは一宮・名古屋へ。全体で

は名古屋市のベッドタウンとして 

通勤・通学面を中心

につながりが強くな

っている等と分析。 

■第 24回参議院議員選挙 

6 月 22 日公示、7 月 10 日投開票の参議院議

員選挙が始まります。愛知県選挙区は 1 増の定数

4 に対し、報道では現職の自民党藤川氏、同民進

党の斉藤氏、新人の民進党伊藤氏、公明党里見氏、

共産党須山氏などが立候補予定で現職 2 人と新人

7 人の 9人が争う激戦区となる模様です。 

■ダイコー廃棄物 
 知事が苦渋の決断(予備費 4 千万円投入)とした廃

棄物の撤去が関係団体等の協力により本社冷凍庫

内(全量の 1 割未満)をほぼ終了。作業を妨げないよ

うに現地に入りましたが内部は腐敗した悪臭が立

ち込めていました。 

 

 

 

 

 

水 H 兵 He リーLi ベ Be ぼ B く C の N O                                        ふ F ね Ne…昔習った周期表に

113 番元素ニホニウム Nｈの案が発表されました。日本で初めての命名権には先人の思いと先人への思い、長い挑戦の賜

物です。ローマは一日にして成らず…政権も…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 

●三県合同水防演習 

5 月 29 日に木曽三川連合総合水防演

習・広域連携防災訓練がサリオパーク祖

父江で実施されました。主催は国土交通

省中部地方整備局、愛知県、岐阜県、三

重県、稲沢市、愛知県尾張水害予防組

合。総裁は国土交通大臣 (代理事務次

官)、副総裁に愛知県知事ほか、総指揮

者に小沢稲沢市消防団長、副指揮者に

角田同副団長があたり、祖父江小学校

区自主防災会の皆さんや祖父江小・長

岡小の子ども達にも参加頂きました。 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●安協・安管合同総会 

愛知県交通安全協会稲沢支部及び稲沢

安全運転管理協議会の合同総会で稲沢

市子ども会連絡協議会をはじめ感謝状

が授与されました。 

 

 

22 日第 24 回参議院議員選挙公示 

26 日国府宮神社御田植祭 

7 月 2 日稲沢市青少年健全育成大会 

10 日第 24 回参議院議員選挙投開票 

イプセン『幽霊』からの一場面 2017 年 1月公開予定 

民進党愛知県連・全議員団会議から 

●主要都市への 5％通勤圏 

撤去が進んだ冷凍庫内  
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