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ご 挨 拶

日頃の皆様のあたたかいご支援と
ご指導に心より感謝を申し上げます。

陽春の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
昨年４月の統一地方選挙から、はや１年が経ちます。私にとってあっと

言う間の１年であったように感じます。この３月議会におきまして、２回目
の一般質問に登壇し「人の命に係る施策」について質問をおこないました。

議会の模様は、ＫＡＴＣＨの放映だけではなく、“安城市議会ホームページ
のインターネット放映”でも視聴できますので、是非ご覧ください。
今後とも変わらぬご支援とご指導をお願い申し上げます。

平成２４年５月５日に安城市は市制施行６０周年を迎えます！

完成予想図

市制６０周年のテーマ「紡ぐ（つむぐ） 」をイメージしています。

６０という数字の中の○がつながるデザインは、多くの人々が絡
み合い、みんなで市制６０周年を盛り上げる様子をイメージして
います。
また、全体を自転車に見立て、安城市の目指す都市像「市民
とともに育む環境首都・安城」の主要プロジェクトであるエコサイ
クルシティを表現し、安城市を象徴するものとなっています。

市制６０周年を祝い、市民主体で安城市を盛り上げましょう！

安城市ホームページより

□ 市制施行60周年市民公募事業 □ 商工業共同事業等補助事業

□ 堀内公園開園２０周年記念イベント □ 安城こどもまつり

市制施行６０周年という大きな節目の年に、市民
自らが企画運営を行う事業に対して補助金による活
動支援を行い、市民と市が力を合わせて６０周年を
盛り上げます。

市制施行６０周年・開園20周年を記念し、バリアフ
リー化完成に合わせてイベントを開催します。

地元消費の拡大と、市内小売業者の振興を図るた
め、安城市商店街連盟が行う「安城プレミアムお買
物券発行事業」に対して、経費の一部を補助。

子どもたちの笑顔と親子のふれあいの場を提供し、
次代を担う子どもたちのすこやかな成長につなげます。

【予算額】８，０００千円

● 対象事業：審査により選定した２１事業
● 補助金：経費の２分の１以内（１００万円以内）

【予算額】５４，０００千円

● 事業主体：安城市商店街連盟
● お買物券発行規模：６億円＋６千万円（１０％のプレミアム）

【予算額】３，２００千円

開催日：開園２０周年イベント 平成２４年４月

●実施内容
・緑に関するイベント ・特設大型遊具
・ふれあい動物園 ・苗木・花の苗プレゼント

【予算額】１８，０００千円

● 開催日：平成２４年１０月２０日（土）・２１日（日）

● 実施内容：市内小中学校・市民団体・青少年の家及び公民館
で活動する団体が、総合運動公園にて市民が参加できるイベ
ントを行います。

安城市マスコットキャラクター
「サルビー」

安城市ホームページより

市制６０周年事業より抜粋



平成２４年度 当初予算について

単位：百万円

市税内訳 ２４年度 ２３年度 増減額 増減率

個人 11,545 11,300 245 2.1%

法人 2,202 2,602 －400 －15.4％

固定資産税 15,308 15,938 －630 －3.9％

都市計画税 2,174 1,842 332 18.0%

たばこ税 1,300 1,040 260 25%

その他 261 602 －341 －56.6％

合計 32,790 33,324 －534 －1.6％

■ 予算規模
平成２４年度当初予算編成では、厳しい財政状況を踏まえ、事業の厳選を徹底し、健全財政の堅持を最優先

としています。経常経費を４年連続減額し、創意と工夫による経費の削減、基金の有効活用や適切な市債発行
により、プライマリーバランスの黒字を確保しました。

単位：百万円

区 分 ２４年度 ２３年度 増減額 増減率

一般会計 56,720 56,920 -200 -0.40%

特別会計 31,283 29,793 1,490 5.0%

水道会計 5,152 4,529 623 13.8%

総 計 93,155 91,242 1,913 2.1%

■ 一般会計予算の概要

平成２４年３月定例議会報告
平成２４年第１回安城市議会定例会（３月定例議会）が、３月２日に招集され

２１日まで（会期２０日間）開催された。代表質問では３会派(安政会、市政クラ
ブ、市民クラブ)が、一般質問では１０名の議員が登壇。平成２４年度一般会計歳
入歳出予算・特別会計及び企業会計、平成２３年度一般会計補正予算・特別会計、
安城市税条例の一部改正など４４議案、報告１議案、請願１議案、議員提出２議
案、諮問１議案、同意１議案が審議されました。

地域経済活性化施策を積極的に推進し、雇用の安定を
図ることで、地域の「元気」と「活力」を創出し、市民
生活に不可欠なサービス水準を堅持し、「市民の安全・
安心を確保」する予算としています。

《歳入》市税収入見込みは1.6％減となる327億円
個人市民税は、人口増加分を若干見込んで、2.１％増、

額で2.４億円増の115億円を見込んでいます。
法人市民税は、厳しい景気影響を想定し、率で15.４％

減、額で４億円減の22億円としています。
固定資産税は、評価の見直し年であり中小企業への償

却資産の減税を実施するため、率で3.9％減、額で６.3
億円減の153億円としています。

《歳出》前年度より0.4％減の567.2億円
民生費が202億円（35.6%）となり初めて200億円

を超える規模となっています。増額となったものは、教
育費が小中学校普通教室の扇風機設置とトイレ改修等に
より2.1億円の増。総務費が税総合システムの更新とパ
ソコンの一斉更新等により1.9億円の増。民生費が安祥
福祉センター（仮称）建設関連費、障害者通所扶助費、
子ども医療費助成等により２.４億円の増となりました。
減額となったものは、土木費が区画整理事業外の大型

事業が少なかったことから４.5億円余の減となりました。

◎歳入（市税）の内訳

平成２４年度 主要事業
●市役所本庁舎耐震補強事業 １４，０００千円
●子ども手当支給事業 ３，８５５，７３２千円
●事業仕分け実施事業 ３，６０６千円
●児童クラブ建設事業 １０８，５００千円
●ゆたか保育園改築事業 ７７，６８３千円
●東日本大震災復興支援交流事業 ５，０００千円

●小学校太陽光発電設備設置事業 １６８，０００千円

●夜間防犯パトロール事業 １６，８００千円
●障害者福祉施設整備費補助事業 １３，５０５千円

●予防接種事業 ７０４，７７８千円
●防犯カメラ設置支援補助事業 １０，０００千円
●新エネルギー導入事業 １１０，０００千円
●（仮称）安祥福祉センター建設事業 ６６５，２５２千円
●住宅耐震診断・改修補助事業 １１２，０８９千円

◎主な歳出の内訳

歳出内訳 平成２４年度 平成２３年度 増減額 増減率

民生費 20,215 19,972 243 1.2%

土木費 9,149 9,603 -454 -4.7%
教育費 7,327 7,116 211 2.96%
総務費 5,819 5,619 200 35.0%
公債費 2,747 3,051 -304 -9.9%

合計 56,720 56,920 -200 -0.35%

単位：百万円

平成24年度の当初予算規模は、国民健康保険事業特別会計への繰出金が7億円余の増額となった
ものの、児童手当（旧子ども手当）が制度改正により前年度より約13億円の減額となったことなど
から、前年度よりも2億円、率にして0.4％の減額となる567.2億円となります。



３月定例議会 一般質問に登壇！！
一般質問は３月６日と７日の２日間で開催され、６日の３番目に登壇しました。東日本大震災以降、
全国各地で「防災のまちづくり」が強力に進められ、それと同時に「人の命を守る」施策の見直しが、
行政と地域の協働で進められています。その点を踏まえ「人の命に関わる施策」について質問しました。

質問：休日夜間急病診療所の利用状況は？

Ｑ１：本市が２年前に開始した、平日の夜間急病診療所の利用状況は？
Ｑ２：患者数の増加が予測されるが、医療機器の充実及び受付時間の見直しは？
Ｑ３：重篤救急患者に対応する三次救急の安城更生病院の現状は？

答弁：休日夜間診療所全体の患者数は増加している。
Ａ１：平成２２年度は７，３５９人が利用され、平成２３年度１月時点では２２年度と比較し３５９人増加している。
Ａ２：機器等設備面については、医師会等から助言をもらい随時、整備している。
診察医は各医院の診察終了後に当番制で派遣してもらっているため時間延長は困難。

Ａ３：この一年間で、受診者数で５％、救急車両数で１０％増加している。

質問：設置拡大に向けた行政としての計画は？
Ｑ１：公共施設の設置状況と２４時間使用可能なＡＥＤの設置場所は？
Ｑ２：講習会開催計画及び助成制度による設置拡大の予定は？

答弁：町内会への設置を最優先で進める！

Ａ１：本市の１１６公共施設に１２８台設置しており、公共施設設置のＡＥＤ全てが、休日・夜間を問わずいつでも
使用できる。緊急時には、窓ガラスを割って持ち出すことも想定している。

Ａ２：平成２３年度、安城消防職員が１４５回出向き、７，２００人（市民の約４％）にＡＥＤの使用を指導。
平成２０年度から町内会に対して、設置助成金を交付しているが、７９町内会の内、１０町内会の設置しか
ないため、今後もこの事業を推進する。

質問：学校で行うＢＬＳ教育の現状は？
Ｑ１：学校、保育園の先生への※ＢＬＳ講習はどのように行われているのか？
Ｑ２：夏休みや家庭の日に、親子で取組む救命講習会の展開計画は？

答弁：小学校、中学校と発達段階に応じた指導が行われている！

Ａ１：保育園では保健師が講師となり、職場研修として年１回実施しています。
学校では、教職員や保護者を対象とした心肺蘇生法等、救急法実技講
習会を実施している。

Ａ２：夏休みや家庭の日に親子で取り組む救命講習会を全市的に開催することまでは考えていない。
現在、学校で行われている子どもと保護者が共に参加する講習会などの充実を図っていきたい。

※ＢＬＳとは、Ｂａｓｉｃ Ｌｉｆｅ Ｓｕｐｐｏｒｔ
（一次救命処置）の略称です。

安城市にはイベント
等への貸出し用ＡＥＤ
が６台あります。運動
会やマラソン大会等
で万一に備え活用し
てください！

岐阜県関市では、全市内の中学１
年生に学校で学んだ心肺蘇生法
を、夏休み中に２人（家族等）に教
える取り組みが行われています。
（救命の裾野拡大と家族の絆が深まり
ます）

安城市も高齢化にともない、
医療機関を利用される人が
年々増加傾向にあります。



■豊田一色線（住吉町５丁目）に横断歩道橋が開通

デンパークは今年4月に開園15周年を迎え、北エリアのリニューアル
工事が完成し「四季の花木園」として3月17日（土）にオープンしました。
15周年記念として、園内で実施される市民イベントを入園者と共に盛り
上げるため、公園の無料開放を夏と冬に予定するなど、さまざまなイベン
トが計画されています。
是非、皆さんもリニューアルした「四季の花木園」を見に来てください！

■デンパーク「四季の花木園]オープンお知らせ

トピックス・活動報告

※お願い：市政レポート配布にあたり、氏名・住所の間違い、変更がありましたら上記までご連絡下さい。

くらしの相談室
地域での困りごと、市政に対するご意見・ご要望等、お気軽に
「辻山ひでふみ くらしの相談室」をご利用ください。

【連絡先】
事務所：安城市里町長根２－１（デンソー労組 安城事務所内）
ＴＥＬ：０５６６－９６－０１４７ ＦＡＸ：０５６６－９６－０１４８

辻山秀文 検索

作野横断歩道開通 ３月２４日（土）

作野区画整理地内の住吉5丁目に、主要地方道豊
田一色線を横断し東西の遊歩道を結ぶ、横断歩道橋
が完成しました。大山公園を利用する方や作野小学
校に通学する児童が、安全に豊田一色線を横断する
ことができるようになりました。歩道橋を歩くと動
物の絵が、行きと帰りでは違って見えます。

【 図書館に関する全員研修会 】

更生病院跡地に平成２６年度より新図
書館建設計画があり、我々議員も電子
図書の動向も踏まえ、中心市街地にふ
さわしいあり方を研究しています。

【 社会保障と税の一体改革 説明会】 【 桜井中央公園植樹祭 】

東 西 西 東

古本衆議院議員から少子高齢化が加速
する中で、年金・老人医療・介護が、保険
料ではまかないきれない厳しい日本の状
況説明会が開催されました。我々地方議
員と課題の共有化を図っています。

桜井中央公園遊具広場完成を祝い、
植樹祭に参加し、将来の子どもたちに
少しでも多くの緑を残したいと思いエノ
キを植樹しました。

【くらしの相談】
救急車が入る更生病院横の
道路が抜け道として利用され、
万一事故が起こった場合、救
急車が通れなくなる。

ホームページを開設しました。是非一度ご覧ください。

看板を設置し、通り抜け防止


