
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■愛知県議会 2月定例会閉会へ 

 ２月県議会は新年度の一般会計予算2兆4,939億余円及び新たな

国民健康保険事業約 5,665億円を含む特別会計などの予算関係議案、

愛知県文化芸術振興条例の制定及びダイコ―問題から廃棄物の適正

な処理の促進に関する条例の一部改正などの条例関係議案、森岡副知

事再任、加藤副知事新任の人事案件などすべての議案を全会一致もし

くは賛成多数で可決・同意の予定で 3 月 26 日に閉会します。 

同じく意見書についても、政治分野における男女共同参画の推進、

地方自治体における消費者行政の充実・強化についてなどを採択し国

へ送致する予定です。また、議員定数等調査特別委員会から中野議長

に調査結果を報告しますが、新政あいち県議団として提案した逆転現

象の解消(定数削減)は 2020 年の国勢調査後に持ち越しです。 

●総務県民委員会質問 

【再犯防止計画の取組】 昨年 12 月に再犯防止推進計画が閣議決定

され、地方再犯防止推進計画の策定が努力義務になりました。県は策

定中の地域安全戦略2020に再犯防止対策を重点施策に位置付け取

組を強化しますが、就労・住居の確保等の出口支援や寄り添い弁護士

の活用、法務省のモデル事業への取組などを質しました。       

【公契約条例の実施状況】 2016年

に公契約条例が成立し運用開始から

約 1 年半が経過、女性の活躍促進宣

言など社会的価値の実現の運用状況、

労働環境報告書の提出状況、他県及

び県内市町村における公契約条例の

取組状況等が質問項目です。 

■祝！市制 60周年・・・稲沢市平成 30年度予算の 

新年度一般会計は 461億 7千万円で対前年度 30億 2 千万円の増、107.0％の伸びです。国民健

康保険等の８つの特別会計合計は 258億余円(農業集落排水事業及びコミュニティ・プラント事業は皆

減、集落排水事業企業会計へ)、集落排水事業が加わり４会計となった企業会計合計は 186億余円、3会

計合わせた総額は 1.3％増の 907億余円です。 

一般会計の歳入は、市税 211.4 億円、地方交付税 31.6 億円、国庫支出金 56.4 億円、県支出金

28.9 億円、基金繰入 26.9 億円(うち財政調整基金から 15.1 億円を取崩し)、市債 40.7 億円(対前

年度 17.8億円増、177％と大幅増)等です。歳出は、人件費・扶助費・公債費の義務的経費が 220.2

億円(一般会計の 47.7％ 対前年度 3.7億円増)、投資的経費が 60.3億円(13.1％ 16.6億円増)等。地方債

残高見込額は 425億円で市民 1 人当たり約 31万円となります。 

以下は新規施策等の抜粋です。 

●新分庁舎等整備･･･約 2.59 億円 新規 総務部 

災害対策拠点、福祉事務所及び社会福祉協議会の施設を本庁舎敷

地内へ集約(平成 32 年度完成予定)及び敷地外駐車場整備○×△ 

 

 

 

 

【平成 28年度当初予算規模】 伸率(%)  
一般会計     461 億円  107.0 

特別会計     258 億円   91.2 

企業会計     186 億円  103.4  
合 計       907 億円  101.3 
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第 20 回アジア競技大会推進議連(県会・名市会)で
先進地福岡の 20 面のテニス競技場やトップアスリ
ート育成のタレント発掘事業等を調査しました。 

●連合愛知 地域フォーラムでは黒瀬教

授の「独立中小企業を目指そう～人こそ

中小企業の財産～」に続き連合神津会

長、山彦の山田愛知中小企業家同友会

副会長他による「地域の活性化には、地

域の中小企業の活性化が不可欠～中小

企業の賃上げに向けた取引の適正化と

働き方改革の実現にむけて～」と題した

パネルディスカッションが行われました。 

 

●刑法犯検挙人員中の再犯者人員・再犯者率の推移 
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●小規模保育施設整備･･･約 1.77 億円 福祉保健部 

0～2 歳児受け入れ先確保のため小規模保育事業の民

間事業者を公募のほか第 2 子授業・保育料無償化拡大、

六輪児童クラブ移転、子育て支援アプリ導入等 

●健康診査(節目歯科)委託･･･約 0.06 億円 福祉保健部 

20 代からの歯周病の罹患率が上昇、40代前半の 8 割が歯肉

炎・歯周炎の状況から 40 歳以上の 0、5 歳の節目検診に加え

20、25、30、35歳に節目検診の対象拡大 

●剪定枝処理対策費補助･･･約 0.11億円 新規 経済

環境部 剪定処理手数料、破砕機購入補助 

●平和・法立東井筋改修･･･約 0.15 億円 新規 経済

環境部 昭和 37・38 年に建設された用排水路

を老朽化や流量の増加から改修 

●美濃路稲葉宿本陣跡ひろば整備･･･約1.66億円 新規 経済環境部 

元尾張農林水産事務所農業改良普及課稲沢駐在

室等の跡地(県有財産 1,974 ㎡)に歴史公園を整備 

●デジタルサイネージ設置事業･･･約 0.05 億円 新規 

経済環境部 名鉄国府宮駅にデジタルサイネー

ジ(電子看板)を設置し観光等市政情報等を提供 

●雨水貯留施設設置･･･約 0.18 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 1,500 トン 延長 200m)の実施設計 

●愛知県消防操法大会開催地運営･･･約 0.08 億円 新規 消防本部 

稲沢消防団第 5 分団(千代田地区)が出

場する県の操法大会(7 月 28 日祖父江の

森)に共催ほか、第 4 分団(明治地区)の

詰所移転整備、11 分団を 4 方面隊に 

●小学校エアコン整備･･･約 0.13 億円 新

規 教育委員会 小学校にエアコン設置へ基本設計、稲沢東・西・

北、大里西・東、下津、大塚、高御堂、小正の 9校分(市内小学

校は稲沢 14、祖父江 6、平和 3 の 23 校、3 年計画で設計○×△) 

●小学校英語教育推進･･･約 0.17 億円 新規 教育委員会 

 平成 32 年度からの小 5・6 年生の教科としての英語学習(週 2 時

間)を踏まえ英語免許所持教員による授業など英語教育を推進 

●セーフティ・プラスワン･･･約 0.3 億円 教育委員会 

低学年の児童を留め置き高学年と一斉下校する取組を全小学

校へ拡大するため非常勤講師の人件費を計上 

●祖父江生涯学習施設整備･･･約 0.15 億円 新規 教育委員会 

旧祖父江支所跡地に施設整備の基本設計のほか、祖父江中プー

ル・大里西公民館移転整備、稲沢公民館調理室増築などの設計

ラッシュ○×△ 

 

 

 

 

 

20 日小学校卒業式 

4 月 1 日稲沢市消防団任命式 

7 日へいわさくらまつり 

20 日いなざわ植木まつり開場式 

 第 6 次総合計画スタートの稲沢市一般                        会計は過去 2 番目と膨張、施

設の統廃合・複合化が必須の今、将来的な市庁舎の建替えスペースも考慮した検討が必要です。さて、新年度、進学・就職、

転勤そして退職等祝！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 

●市制 60周年記念事業から 
昭和 30年に中島郡の稲沢町、明治・千代

田・大里村が合併し新・稲沢町が誕生、昭

和 33年 11 月 1 日に市制に移行し６０ 

年周年を迎えます。鈴木も還暦です。 

【NHK公開番組招聘事業】 

上手な人は上手にそれなりの人は面白く

紅白を凌ぐ？国民的番組 NHKのど自慢 5

月 6 日公開収録・・・市長公室新規百万円 
 

 

 

 

 

【民放公開番組招聘事業】 

お家の中を探して稲沢の埋もれているお

宝を用意しておきましょう？10月 7日公開

収録…市長公室新規 2 百万円 

【市民提案事業補助】 

市子連の郷土かるた大会など市民企画

の記念事業に補助…市長公室 6 百万円 

【市民ふれあいコンサート】 

セントラル愛知交響楽団によるコンサート

を 8 月 18 日開催…市長公室新規百万円 

 

 

 

 

 

【さわやか隊設立 10周年記念】 

11 月 23 日に環境美化活動の記

念事業…経済環境部新規百万円  

【観光交流サミット負担金】 

観光による地域の振興や活性化を目指し

第 10 回愛知県観光交流サミットを 11 月

29 日に開催…経済環境部新規 2 百万円 

【荻須記念美術館特別展】 

市制 60 周年・開館 35 周年記念事業とし

て「山形美術館の名品と荻須が見たパリ

画壇」を開催…教育委員会 11百万円 

 

 

 

 

 

【シティーマラソン大会】 

市制 60 周年・大会 30 回記念

事業としてゲストランナーを招

聘…教育委員会百万円 

 

 

 

 

 

 

 

 
県内の優れたモノづくり企業を愛知ブランド企業

として認定していますが、今年度は稲沢市石橋の

いその(株)(本社名古屋)ほかが認定されました。 
 

●山形美術館所蔵のモネの睡蓮ですが大幅にトリミングしています 

愛知文教女子短期大学卒業証書学位記授与式が名古屋観光ホテルで挙行 
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