
一宮市議会議員（3期12年）

井上文男は毎回一般質問をさせていただいています。

井上 ふみお

今までの取り組み

今後の取り組み

■あいさつ運動（11年間継続活動）
毎月、駅・交差点に立ち活動

地域清掃ボランティア活動

コロナ感染対策のため対面を避け、ポストへ投函させて頂きました。ご理解、ご了承いただけると幸いです。

行政にお願いするのではなく、
自分でできることは自分で、これも節税

2023年一宮市議会3月定例会 市政だより
発行元：井上文男連絡事務所　住所：一宮市萩原町萩原中道69-3
TEL：0586-69-8292 FAX：0586-69-8394
E-mail　finoue@21-eco.com

LINE公式アカウントでの
ご意見・ご要望
メッセージはこちら 市政報告メールでの

ご意見・ご要望
メッセージはこちら

令和元年　総務委員長
令和２年 総務委員　　　 議会改革検討協議会　座長
令和３年 福祉健康委員長　議会改革検討協議会　座長
令和４年 総務委員

・中核市移行について　・市制施行１００周年について
・ウィズコロナの経済活性化対策について
・いちばんだいすき一宮　人を呼び込む～シティープロモーション～について
・自転車の安全で適正な利用促進について
・２０５０年ゼロカーボンシティ宣言について
・今後の町内会との関わりについて　・中心市街地の公共施設利用について
・高齢者の運転免許証返納について
・名鉄萩原駅東口にニコニコふれあいバス停留所を設けることができないか
・未来の一宮市のために　今できること、今しなければならないこと

・見守りボランティアの今後について　・市川房枝さんの功績について
・官と民の連携について

人生100年時代　誰もが幸せに暮らせる社会を
健康で長生きできる社会を
誰もが安心、安全に暮らせる福祉の街へ
子どもを産み育てやすい社会を
女性が輝き活躍できる社会を
物価高騰から暮らしを守る
自然災害に強い街を作る
名鉄萩原駅東口に改札口を作る
名鉄萩原駅、二子駅周辺を若者が暮らす住宅地域に

誰一人、取り残さない社会、持続可能な社会の実現
今、やらなければならない事がある
すべては次世代の笑顔のために

議会

３期目の活動

一般質問

３月定例会一般質問

あいさつが飛び交う

地域は犯罪が

減るんです。

Before After



254,213,684千円 125,810,000千円

令和5年度 一般会計予算歳出

一般会計
125,810,000千円

議会費
605,536千円

総務費
6,939,302千円

民生費
53,745,296千円

衛生費
13,266,912千円労働費

109,010千円
農林水産業費
202,154千円

商工費
2,202,848千円

土木費
8,691,282千円

消防費
4,052,283千円

教育費
9,852,847千円

公債費
10,251,265千円

諸支出費
15,881,265千円

予備費
10,000千円

外崎土地区画整理事業
129,297千円

※R5 その他の内訳
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
自動車取得税交付金
環境性能割交付金
地方特例交付金
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入

※R5 市税の内訳
個人市民税
法人市民税
固定資産税
軽自動車税
市たばこ税
入湯税
事業所税
都市計画税

217.8 (17.3%)
20.7 (1.7%)

205.3 (16.3%)
 9.1 (0.7%)
20.0 (1.6%)
0.0   (0.0%)
11.5 (0.9%)
29.6 (2.4%)

217.8 (17.3%)
20.7 (1.7%)

205.3 (16.3%)
 9.1 (0.7%)
20.0 (1.6%)
0.0   (0.0%)
11.5 (0.9%)
29.6 (2.4%)

国民健康保険事業
35,278,619千円後期高齢者医療事業

5,870,423千円

介護保険事業
32,540,018千円

公共駐車事業
101,033千円

母子父子寡婦
福祉資金貸付事業
10,319千円

病院事業
28,686,449千円

水道事業
9,839,588千円

下水道事業
15,947,938千円

その他129.9(10.3%)

市債46.3(3.7%)

県支出金109.7(8.7%)

国庫支出金216.1 (17.2%)

地方交付税142.6 (11.3%)
地方消費税90.0(7.1%)
地方譲与税9.5(0.8%)

市税514.0 (40.9%)

一般会計歳入内訳
1,258.1億円

145.6億円

（単位：億円） 一般会計歳出内訳（単位：億円）

人件費211.7 (16.8%)

扶助費356.5 (28.3%)

公債費102.5 (8.2%)

物件費228.1 (18.1%)

補助費等153.8 (12.2%)

投資的経費71.9 (5.7%)

繰出金94.1 (7.5%)
その他39.5 (3.2%)

※R5 その他の内訳
維持補修費
積立金
投資及び出資金
貸付金
予備費

22.5 (1.8%)
1.3 (0.1%)
3.7 (0.3%)
11.9 (1.0%)
 0.1 (0.0%)

22.5 (1.8%)
1.3 (0.1%)
3.7 (0.3%)
11.9 (1.0%)
 0.1 (0.0%)

（単位：億円）一般会計市債年度末残高
（一宮市の借金）

1,072.8 1,068.0 1071.2
1047.7

994.7

※R5 その他の内訳
市勢振興基金
一宮・木全・オーシマ奨学基金
減債基金
国際交流基金
小川視覚障害者福祉基金
墨国際交流基金
ふるさとづくり事業基金
市民活動支援基金
いちのみや応援基金
環境保全基金
一般旅券収入印紙購入基金
森林環境譲与税基金

3.6(2.5%)
0.4(0.3%)
0.5(0.3%)
1.9(1.3%)
0.0(0.0%)
0.6(0.4%)
0.1(0.1%)
0.3(0.2%)
5.2(3.6%)
0.0(0.0%)
0.2(0.1%)
0.7(0.5%)土地開発7.6 (5.2%)

公共施設79.8 (54.8%)

財政調整44.7 (30.7%)

その他13.5 (9.3%)

一般会計基金内訳（単位：億円）
（一宮市の預金）

令和5年度 各会計別予算 総括表

0.2 (0.0%) 
4.1(0.3%) 
 2.6 (0.2%) 
9.5 (0.8%) 
0.0 (0.0%) 
2.6 (0.2%) 
4.0 (0.3%) 
0.5 (0.0%) 
7.4 (0.6%) 
17.5 (1.4%) 
3.4 (0.3%) 
0.8 (0.1%) 
25.4 (2.0%) 
25.2 (2.0%) 
26.7 (2.1%) 

0.2 (0.0%) 
4.1(0.3%) 
 2.6 (0.2%) 
9.5 (0.8%) 
0.0 (0.0%) 
2.6 (0.2%) 
4.0 (0.3%) 
0.5 (0.0%) 
7.4 (0.6%) 
17.5 (1.4%) 
3.4 (0.3%) 
0.8 (0.1%) 
25.4 (2.0%) 
25.2 (2.0%) 
26.7 (2.1%) 

※R5

1,258.1億円

イチ推し20イチ推し20令和５年度 一宮市の予算 新たに取り組む事業新 臨時的な事業臨 内容を拡充する事業拡

女性活躍推進シンポジウムを開催臨 総合政策部
政策課

0101

特殊サギ対策装置を設置する高齢者を支援新 総合政策部
市民協働課

0202

リスキリング促進・ICTスキル研修による職員の資質向上拡 総務部
人事課

0303

子どもの居場所づくりを支援新 子ども家庭部
子育て支援課

0404

公立保育園の利便性を向上拡 子ども家庭部
保育課

0505

脱炭素社会に向けZEH対応の住宅に補助拡 環境部
環境政策課

0606

奨学金返済を企業とともにサポート新 活力創造部
産業振興課

0707

ファッションとアートによる地方創生臨 活力創造部
観光交流課

0808

観音寺駅に安全で快適な駅前広場を整備臨 まちづくり部
都市計画課

0909

名岐道路・スマートＩＣの早期実現に向けて臨 まちづくり部
都市計画課

1010

官民連携により水辺の魅力をアップ臨 まちづくり部
公園緑地課

1111

狭い道路を広げ、安全で住み良いまちへ新 建築部建築指導課
建設部 道水路管理課

1212

市営住宅における連帯保証人の廃止拡 建築部
住宅政策課

1313

公園に雨水を貯めて浸水対策拡 建設部
治水課

1414

学校給食費の保護者支援臨 教育部
学校給食課

1515

パラリンピック金メダリストとバレー交流臨 活力創造部
スポーツ課

1616

スマホでかんたん!血液検査新 市民健康部
保険年金課

1717

フレイルとオーラルフレイルの対策を身近で拡 福祉部
高年福祉課

1818

AI問診システム導入で医療の質を向上新 市民病院事務局
管理課

1919

下水汚泥の有効利用で脱炭素化新 上下水道部
施設保全課

2020


