
  

 

 
■２月県議会閉会  
愛知県議会２月定例会は、4 年連続過去最大となった新

年度一般会計当初予算 2 兆９,657 億余円をはじめ定年延
長に対する退職手当平準化基金条例の制定、議員提案のあ
いち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例の一部改正など
全ての議案を可決し 3月 20日に閉会しました。 
企業収益の回復により法人二税は 442億円の増、県税全

体では 978 億円増の 1 兆 2,467 億円とコロナ前の水準 
(2019年度当初予算 1兆 1,817億円、決算額 1兆 2,006億円)へ復
活です。地方交付税は 900億円変らずですが、振替措置の
臨時財政対策債は 600 億円減、県債残高は 5 兆 4,305 億
円に減少する見込みですが県民一人当たり約 72 万円です。  

●久し振りに 一般質問に登壇 
質問の最初の項目としたあいち県民の日は平成二十二年に

一般質問したもので新年度初めて実施する県立高校の休業や
県の所管する施設の無料化など前向きな答弁を得ました。経
済産業政策ではイスラエル訪問にも触れスタートアップや革
新事業創造戦略、開発断念となったＭＳＪも含め次世代産業
として期待が寄せられている航空機産業について質しました。 

防災関係で
は本年関東大
震災１００年
でありあいち
１００万人シ
ェイクアウト
達成に向けて
県の取組など
を質しました。  

■子育て・教育は稲沢で 

・・・稲沢市令和５年度予算の 

新年度の一般会計は４９１億５千万円で対前年度23億4千万円、5.0％
の増です。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 270余億円、病院事業、水道事業、公
共下水道事業の 3つの企業会計合計は 186余億円で 3会計合計の稲沢

市の予算規模は 948 億 1 千 6 百万余円です。 
一般会計の歳出の構成は人件費(83億円)、扶助費(119億円)、公債費(49億円)の義務的経費が合計 251

億余円、構成比 51.2％(対前年度 5.2％、12.4億円の増)、投資的経費 47 億余円、構成比 9.7％(対前年度 2.7％、
1.2億円の増)、その他の経費 192 億余円、構成比 39.1％ (対前      年度 5.4％、9.8億円の増)です。 
 

 

 

 

  

【令和５年度当初予算規模】    伸率(％)  
一般会計  ４９１．５０億円  105.0 

特別会計  ２７０．０４億円   99.6 

企業会計  １８６．６３億円   98.1  
合 計    ９４８．１７億円 102.00 

稲沢市ワクチン接種コールセンター0120-542-500 日曜日～金曜日(祝日を除く)午前 9～午後 6 時 

 

       

The st 
Ｃｅｎｔｕry 

討議資料県政街宣資料１９２       

県政 
２０２３Ｒ０５  

 
新政あいち県議団  2303 

●いなざわ梅まつり（県植木センター）で稲沢市キャンペーンレディの皆さん 

◆中日新聞県内版(３/８)に掲載されました。 

(

以
下
略) 

                を軸に 

23 日勤労感謝の日から 26 日  日曜日まで 4 連休に！ 

●花粉症でお聞き苦しいと思いましたが何とか無事終了しました 

 
お疲れ様でした！新年度
はシティアテンダントです 

祝！藤井聡太九段 最年少 6 冠達成！竜王 王位 叡
えい

王
おう

 棋王 王将 棋聖 あと名人と王座！ 祝！祝！WBC 世界一！大谷 MVP！ 



歳入は市税が全体で 214.77 億円と対前年度 2.1％、

4.33 億円の増(個人市民税対前年度 2.1％増の 79.83億円、法人市民税
同 8.1％増の 9.99 億円、固定資産税同 1.1％増の 104.04 億円)、地方
交付税は 39億円(21.9％、7億円の増)、国庫支出金 65.73億
円、県支出金 37.19億円、基金繰入等 31.05億円、市債
18.83億円(対前年度 64.4%、10.41億円の減)等です。地方債残 

高見込額は市民 1人当たり約 35万円です。(以下は新規施策等の抜粋です) 
●市制 65 周年記念事業 NHK 公開番組招聘･･･0.03 億円 総合政策部 

新・BS 日本のうたを 10月 5日(木)に大ホールにて公開収録を実施 
●DX 推進事業･･･0.27 億円 総合政策部 

スマート窓口やオンライン申請などデジタル技術を活用し利便性及
び行政サービスの向上を推進(市議会もタブレット端末等に 0.06億円)  

●総合文化センター解体事業･･･2.00 億円 市民福祉部 

国府宮駅東の総合文化センターの解体工事～令和 7 年度継続費設定
事業、他に六輪・法立保育園の解体事業に 1.12億円(子ども健康部) 

●乳児おむつ用品等配布事業･･･0.44 億円 子ども健康部 

保育園に入園していない 0～2 歳児のいる家庭におむつ用品等の購入
に使用できる引換券(2千円×12枚)を配布、また紙おむつ提供事業で
は保育園等で使う紙おむつを市が全額負担･･･0.43 億円 子ども健康部 

●不妊治療費等補助･･･0.31 億円 子ども健康部  

一般不妊治療に加え生殖補助医療費(保険適用分) 
の自己負担額の一部を補助(年度の上限額 25万円) 

●子ども医療費助成事業･･･7.16 億円  

市民福祉部 通院・入院医療費の無料化を 18歳に
まで拡充、窓口の支払い不必要な現物給付に改善 

●大里オリーブ児童センター改修事業･･･0.55 億円 

子ども健康部 リニューアル工事を実施 
●ご当地グルメ開発事業･･･0.07 億円 経済環境部 

観光協会が実施するグルメイベントの開催補助 
●稲沢駅東西自由通路調査業務委託･･･0.28 億円 建設部 

上屋建設の検討のための基礎調査等の他、日光川の丸渕橋 
架け替えの設計に 0.13億円、平和中央公園の遊具整備に 0.13億円 

●雨水流出抑制施設設置補助事業･･･0.01 億円 建設部 

雨水貯留槽及び浸透桝に 2/3補助(限度額 10万円)の他、浸水想定区域
図作成に 0.32億円、赤池調整池や小正小貯留施設設計に 0.34億円 
●消防団詰所(第 1 分団・第 2 分団)整備事業･･･0.18 億円 消防本部 

稲沢地区の第 1 分団は埋立造成工事(R7 年度整備工事)、
小正地区の第 2分団は実施設計(Ｒ6年度整備工事) 

●地域部活動推進事業･･･0.005 億円 教育委員会事務局 

公立中学校部活動の移行に向け県の地域文化部活動推進校の指定を
受け吹奏楽部の実践研究及び効果検証 

●浄化センター機能強化対策事業･･･0.75 億円 

上下水道部 城西・嫁振と六輪
南部浄化センターの対策工事 
 

  

●選挙手帳配布事業 

18 歳の新有権者に投票が記録できる

手帳を配布…選挙管理委員会 30 万円 
 

●保育・教育への支援等 

【医療的ケア児受入事業高】 

高御堂中央保育園及び子生和保育園に看

護師 2人を配し受入態勢を整備…0.05億円 

(教育委員会も支援員 2人配置に 0.02億円)  

【保育施設の設計業務等】 

下津保育園外壁等改修(0.05 億円)、六輪児

童クラブの新設(0.07 億円)、奥田保育園の

児童発達支援センター整備(0.1 億円) 

【学校給食支援事業】 

４月から９月の間、小中学校の給食費 1 食

あたり５０円補助等…0.47 億円 

【スクールロイヤー委託事業】 

学校関係の諸問題に法的アドバイスをする

スクールロイヤーを新たに導入…0.01 億円 

【受入配膳室に改修の設計業務】 

井之口調理場整備に伴い小中 14 校

 で受入配膳室改修(0.57 億円)、 

【トイレ洋式化等施設改修の設計業務等】 

トイレ洋式化  

(0.22 億円)、里西小と明治中の長寿命化改

修(0.23 億円)、大里東小改築(0.46 億円) 

【屋内運動場空調整備事業の設計業務】 

風水害時優先開設避難所になる全中学校

の屋内運動場に空調設備設置…0.24 億円 
 

●荻須記念美術館特別展等 

稲沢の文化財展〈市制 65 周年記念事業〉 

県指定文化財など約20点を展示 9/8～18  

長谷川潔展-京都国立近代美術館

-〈市制 65 周年開館 40 周年記念特別展〉 

10/28～12/10  

企画展磯野宏夫展-

生命(いのち)輝く森-

稲沢市石橋出身の

画家、磯野宏夫氏

(1945-2013)のアクリ

ル画約 50 点を展示

7/1～8/20

 超おいしい！ 

今期(4 期目)                      初めての一般質問は花粉症でヘロ

ヘロでした。今月末からは 5 期目の県議選…新年度に向け、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 

●連合愛知２０２３春闘総決起集会で鈴木をはじめ
統一地方選挙の推薦候補者にエールを頂きました 

●新政あいちの春季セミナー愛知県の新年度予算で総務会長として冒頭のご挨拶（HP からご覧頂けます） 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


