
  

 

 
■２月県議会閉会へ    

2 月 17 日に開会した愛知県議会２月定例会は、愛知県人権尊重

の社会づくり条例並びに愛知県犯罪被害者等支援条例の制定、令和

4 年度一般会計当初予算 2 兆 8,275 億円、コロナ対策の追加予算

41 億円、コロナ対策等 3 議案に亘る今年度 2 月補正予算 3,218

億円など全ての議案を可決し 3 月 24 日に閉会する予定です。 

【補正予算第 23 号】❶ 2,730 億円(内コロナ関係 72 億円) 

開会初日に提出された令和 3 年度補正予算で、コロナ対策やアジア競技

大会の基金積立、新年度当初予算編成に向けた財源確保等 3/10 可決 

【補正予算第 24 号】❷ 282 億円(全額コロナ) 

2 月 14 日～3 月 6 日のまん防の延長に伴う時短協力金の予算 2/17 可決 

【補正予算第 25 号】❸ 206 億円(全額コロナ) 

3 月 7 日～21 日のまん延防止の延長に伴う時短協力金の予算 3/10 可決 

【令和 4 年度補正予算第 1 号】追加補正❶ 34 億円(全額コロナ) 

宿泊療養施設の新規開設、大規模集団接種会場での小児(5～11 歳)への

ワクチン接種体制整備、小児へのワクチン接種実施の医療機関への支援、

外国人経営者支援にあいち外国人企業＆経営支援センター開設等 

【令和 4 年度補正予算第 2 号】追加補正❷ 7 億円(全額コロナ) 

抗原定性検査簡易キットを保健所・学校等に配備、県立特別支援学校で

希望する幼児児童生徒にワクチン接種、コロナ生活困窮者自立支援金の

申請期間延長 

■子育て・教育は稲沢で 

・・・稲沢市令和４年度予算の 

新年度の一般会計は４６８億１千万円で対前年度 16 億 5 千万円、

3.7％の増です。歳出の構成は人件費(82億円)、扶助費(113億円)、

公債費(437 億円)の義務的経費が合計 239 億余円、構成比 51.1％

(対前年度 2.8％、6.5 億円の増)、投資的経費 46 億余円、構成比 9.9％(対

前年度 88.9％、5.7 億円の減)、その他の経費 182 億余円、構成比 39.0％ 

(対前年度 9.4％、15.7 億円の増)です。 

歳入は市税が全体で 210.44 億円と対前年度 6.7％、13 億円の増

(個人市民税対前年度 8.7％の 6.26 億円、法人市民税同 40.4％の 2.66 億円、固定 

資産税同 3.4％の 3.34 億円の各増)、地方特例交付金は 1.58 億円(45.8％、1.87 億円の減)、地方交付税は 32 億円(40.4％、

9.2 億円の増)、国庫支出金 65.86 億円、県支出金 35.86 億円、基金繰入 21.89 億円、市債 29.24 億円(対前年度

63.4%、16.89 億円の大幅減)等です。地方債残高見込額は 476.54 億円、市民 1 人当たり約 35 万円となります。 

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 271 余億円、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 190 余億円で

3 会計合計の稲沢市の予算規模は 929 億 9 千 5 百万余円です。 

(次項は新規施策等の抜粋です。) 

 

 

 

 

【令和４年度当初予算規模】    伸率(％)  
一般会計  ４６８．１０億円  103.7 

特別会計  ２７１．１７億円  103.4 

企業会計  １９０．２４億円  107.5  
合 計    ９２９．５１億円 104.3 
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昭和 24 年、1949 年 6 月に開場した名古屋競馬場(どんこ
競馬)が 3時代、73年の幕を閉じました。S23年に競馬法が

制定され、競馬は国営競馬（中央競馬）と公営の地方競馬
のみとなり、翌年に県・名市会の議決を経て名古屋競馬管
理組合が設立、S61 年には豊明市を加え愛知県競馬組合

が発足しました。鈴木が組合議会に所属した平成 24 年度
には赤字が続く中、存廃議論の只中でしたが、それぞれの
努力により業績を回復、アジア競技大会の好機に港区から

弥富市へ移転・・・新名古屋競馬場は２０２２.４.８ OPEN！ 

議案説明はコロナ対策のためリモート併用で実施 

平和地区の保育園が統合され新たに木材を積極利
用したへいわこども園(学校法人藤浪学園)が開園 

REPORT 

愛知県競馬組合管理者大村知事挨拶 

22 日から厳重警戒です 
今少しの取組をお願いします！ 



●特殊詐欺対策装置購入費補助･･･0.01 億円 総務部 

一人暮し高齢者や高齢者世帯等の自動着信拒否装置

などの購入費補助(1/2、上限 5 千円) 

●多胎児育児費用助成事業･･･0.02 億円 子ども健康部 

多胎児を出産した保護者に助成金を支給(双子 10

万円、以降 1 人増えるごとに 10 万円を加算)   

●予防接種委託･･･5.01 億円 子ども健康部 

帯状疱疹では 50 歳以上で水痘に罹患したことのある方に補助(5

千円)やおたふくかぜでは1～2 歳未満児の 1 回目接種分に対し補

助 (2 千円)などに助成対象を拡充 

●稲沢市カーボンゼロシティ宣言を推進･･･0.09 億円 経済環境部  

再生可能エネルギーのポテンシャル調査及び導入目標を策定し産

官学民一体となって推進するロードマップを作成するほか、住宅

用太陽光発電システム等設置費補助金に EV 等用充電設備のメニ

ューを追加(0.1 億円)など 

●水田麦・大豆産地生産性向上事業費補助･･･0.54 億円 経済環境部  

麦・大豆の作付の団地化と営農技術導入等による生産の強化・効率

化に向け営農技術の導入や機械導入に対しての費用助成 

●スタートアップいなざわ運営事業･･･0.07 億円 経済環境部  

アフターコロナを見据え創業者の支援、農業者を含む事業者の新

規事業展開などの相談窓口として商工会議所・商工会と連携し創

業支援センター「スタートアップいなざわ」を市役所内に設置 

●ご当地グルメ開発事業･･･0.02 億円 経済環境部 

観光協会が実施する食材掘起し等の事前調査に補助、 

Ｒ5 年度に参加店舗の募集・メニュ

ー開発、グルメイベントの開催 

●三世代すまいる支援事業･･･0.2 億円 建設部 

定住促進支援事業として三世代同居・隣居のため

の住宅新築工事に対し 50 万円の定額補助 

●稲沢ライトアップ整備事業･･･0.1 億円 建設部 

愛知文教女子短大及び国府宮駅周辺に交通安全灯を整備(14 基)  

●稲沢西地区 3 号公園整備事業･･･0.7 億円 建設部 

前年度実施設計した稲沢西土地区画整理事業の公園(面積 1,600 

㎡・芝張・遊具・トイレ・休憩施設等)の整備工事 

●福田川雨水管整備事業･･･0.4 億円 建設部 

福田川の浸水対策として第 1-2 排水区の駅前三、

四丁目の雨水管を整備(Ｒ4～6 年度整備工事) 

●消防団詰所(第 1 分団・第 2 分団)整備事業･･･0.74 億円 消防本部 

稲沢地区の第 1 分団は用地取得・実施設計等(R5 年度整備工事) 

小正地区の第 2 分団は用地取得・造成工事等(R6 年度整備工事) 

●電子図書館導入･･･0.05 億円 教育委員会 

電子図書システム(電子図書 1000 点) 

 

 

 

 

県議会は                      ロシアのウクライナ侵攻の非難決

議をし個人的には些少の寄付を…さて新年度、就職・進学、転勤・転職＆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 

 超おいしい！ 

●ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進等 

【ＤＸ推進事業】 

情報推進課をデジタル推進課と改称し、職

員研修を実施…0.01 億円 

【申請書作成支援システム導入事業】 

窓口での書かない化を目指し市民課等で

申請書作成をサポート…0.08 億円  

【公衆無線ＬＡＮ設置事業】 

図書館、美術館、公民館等 26 施設に公衆

無線ＬＡＮを整備…0.02 億円  

【キャッシュレス決済導入事業の拡充】 

キャッシュレス決済を市民センター、祖父

江、平和支所、美術館等に拡充…0.03億円 
 

●保育・教育への支援等 

【保育園 ICT 化事業】 

登園管理や保護者連絡にタブレット PC を

導入し保育業務の ICT 化を推進…0.46 億

円  

【保育士等処遇改善事業】 

保育士や放課後児童支援員等の収入を

3％程度引上げる民間保育施設等に補助  

【牧川保育園外壁等改修事業等】 

牧川保育園の外壁及びWD改修(0.55億円)

高御堂カトレア児童センター改修(0.5 億円) 

【スクール・サポート・スタッフ配置事業】 

雑事務等の職員を拡充配置(千代田小 大里西小 

大塚小 稲沢北小 稲中 里中 里東中 平中) …0.13億円 

【領内小・法立小の長寿命化改修(設計)】 

外壁や屋根防水、給排水設備等改修の実

施設計等（R5 年度改修工事）)…0.19 億円 

【小中学校にデジタル教材を導入】 

休校時や学力の向上にオンラインデジタル

教材を導入し授業(家庭)で活用…0.06 億円 
 

【避難所公衆無線 LAN 整備事業】 

災害時に避難所(小中学校)で一時的に災

害用フリーWi-Fi 切替え可能…0.27 億円 

【市民会館特定天井耐震化事業】 

大、中ホールの天井等落下防止対策のた

め R4～6 年度改修工事…1.6 億円 

●住民主体型住民サービス事業 

有償ボランティアの訪問型生活援助へ補助

金(700 円/1 件)等…0.01 億円介護保険 
 

●城西・嫁振浄化センター工事等 

機能強化対策工事及び六輪南部浄化セン

ターの実施設計…0.89 億円集落排水事業 

●荻須記念美術館特別展 

藤島武二スケッチ百

花 

―大川美術館コレクションと 

名品の彩りー10/22～ 

/ 開催 億円 
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(現在の平年値) 

2020 1990 1960 
◀県の環境かわら版に開花日が年々早まっている名古屋の桜（ソメイヨシノ）の開花日の変化が掲載されています。 

新政あいち県議団からの 2 月議会提案の意見書(案)は、成年年齢引下げに伴う消費

者被害対策の推進について及びインターネット上の海賊版対策の推進についてです。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【令和４年度当初予算規模】 伸率(％)  
一般会計 ４６８．１０億円 103.7 

特別会計 ２７１．１７億円 103.4 

企業会計 １９０．２４億円 107.5  
合 計  ９２９．５１億円 104.3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


