
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【報告事項】【報告事項】【報告事項】【報告事項】    

１．１．１．１．議議議議会報告会報告会報告会報告    

    

○○○○大府市大府市大府市大府市９９９９月月月月定例定例定例定例会報告会報告会報告会報告    

【会【会【会【会    期】平成期】平成期】平成期】平成 2222３年３年３年３年９９９９月月月月５５５５日（月）～日（月）～日（月）～日（月）～９９９９月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（金金金金）２）２）２）２６６６６日間日間日間日間    

【議【議【議【議    案】案】案】案】    ◎報告：４件  ◎条 例：４件  ◎補正予算：２件  ◎決算：７件  ◎その他：２件 

 ◎人事：１件  ◎意見書：５件  ◎決  議：１件 

 

具体的議案内容 

【主な議案】【主な議案】【主な議案】【主な議案】    

    

◇◇◇◇大府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について（議案大府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について（議案大府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について（議案大府市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について（議案 40404040：原案可決）：原案可決）：原案可決）：原案可決） 

・支給対象となる遺族の範囲の拡大 

    

◇◇◇◇補正予算補正予算補正予算補正予算    

①①①①一般会計一般会計一般会計一般会計（議案（議案（議案（議案 41414141：原案可決）：原案可決）：原案可決）：原案可決） 

・主に、共和西地区における子育て世代人口の急増による保育室の増設に係るもの 

②②②②特別会計特別会計特別会計特別会計（議案（議案（議案（議案 42424242：原案可決）：原案可決）：原案可決）：原案可決） 

・国民健康保険の歳出における国県支出金等返還金の増額のため、一般会計からの繰入金を 

増額    

    

・平成平成平成平成 22222222 年度年度年度年度、、、、一般会計、特別会計（５項目）一般会計、特別会計（５項目）一般会計、特別会計（５項目）一般会計、特別会計（５項目）、、、、及び水道事業会計及び水道事業会計及び水道事業会計及び水道事業会計のののの決算の認定について決算の認定について決算の認定について決算の認定について    

（認定１～７：原案通り認定）（認定１～７：原案通り認定）（認定１～７：原案通り認定）（認定１～７：原案通り認定）    

 

歳入 35,062,219,405 円（前年比 95.6%） 

歳出 33,790,994,615 円（前年比 97.8%） 

差引残額  1,271,224,790 円（前年比 60.1%） 

 

【普通会計財政指標】 

・財政力指数（３年）  1.25 （前年 1.35） 

・経常収支比率 84.9% （前年 84.9%） 

・公債費比率  2.8% （前年 2.8%） 

・実質公債費比率  1.0% （前年 2.0%） 
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み や け 佳   典 

後援会だより後援会だより後援会だより後援会だより    

朝夕の寒気が身にしみるころとなりましたが、皆様、いかが 

お過ごしでしょうか。また、日頃より皆様には多大なご支援を 

賜り、厚くお礼申し上げます。 

秋は、地域の行事がとても多い季節です。運動会や公民館まつ

りで元気にはしゃぐ子どもたちは、パワーにあふれています。 

将来を担う子どもたちの明日のために、精一杯頑張りますので、

今後も、変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し 

上げます。 

それでは、９月定例会の主な内容について報告をさせていただ

きます。 

大府市議会議員  三宅

み や け

 佳
よし

典

のり

 

財政状況は概ね良好

だが、扶助費が増加

し、財政構造の弾力性

が失われつつありま

す。次年度は税収が減

少し、単年度の財政力

指数が１を割り、普通

交付税交付団体に陥

る可能性が高くなっ

ています。 



【意見書】【意見書】【意見書】【意見書】    

    

① 定数改善計画の早期実施と義務教育費国庫負担制度拡充を求める意見書（全会一致）全会一致）全会一致）全会一致）⇒⇒⇒⇒可決可決可決可決    

    

② 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書（全会一致）全会一致）全会一致）全会一致）⇒⇒⇒⇒可決可決可決可決 

 

③ 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書（全（全（全（全会一致）会一致）会一致）会一致）⇒⇒⇒⇒可決可決可決可決 

 

④ 東日本大震災被災地の早期復旧・復興を求める意見書((((自民クラブ自民クラブ自民クラブ自民クラブ))))⇒可決〔市民クラブ賛成〕可決〔市民クラブ賛成〕可決〔市民クラブ賛成〕可決〔市民クラブ賛成〕 

 

⑤ 原発から速やかに撤退し、再生可能エネルギーの開発と復旧を求める意見書((((共産党共産党共産党共産党))))⇒⇒⇒⇒否決否決否決否決    

    

２．三宅よしのり一般質問報告２．三宅よしのり一般質問報告２．三宅よしのり一般質問報告２．三宅よしのり一般質問報告【質問日：２０１１年【質問日：２０１１年【質問日：２０１１年【質問日：２０１１年９９９９月月月月８８８８日（日（日（日（木木木木）】）】）】）】    

 

【質問内容】 

 

Ｑ１．火災現場への急行時間短縮について 

 

【三宅Ｑ】 

市役所職員の分団員が迅速に現場へ急行するため、各分団の消防ポンプ自動車を 

更新する際、旧車両を市役所に常備する考えはないか？ 

【行政 A】 

大府市では、市内７地区に配置している消防分団詰所に、それぞれ消防ポンプ自動車を

1 台ずつ配備し、点検や維持管理を行いながら災害等に備えている。 

現在、分団に配備している車両については、排ガス規制によって、新たに市内での車検

登録ができないことから、猶予期間を最大に活かしながら計画的に更新している。 

また、排ガス規制の対応や車両管理上の課題だけでなく、市役所職員の団員の配属先が

異なり、有事における指揮命令が不明確となることから、消防ポンプ自動車を市役所に

常備することは困難と考えている。 

 

Ｑ２．建設中道路の早期開通について 

 

【三宅Ｑ】 １年以上も工事が中断している箇所があるが、今後の見通しは？ 

【行政 A】 

「市道明成深廻間線」は、市道ウド線から「都市計画道路荒尾大府線」を結ぶ道路とし

て計画され、南線は、平成 19 年、20 年の２箇年をかけ工事が完了した。 

北線については、平成２１年度に工事を行っており、また、平成 22 年度には、名和大

府線までの歩道の整備も行った。 

北線の一部未着手の区間について、一日も早く着工し、全線開通できるよう、今後も引

き続き努力していく。 

 

３．３．３．３．厚生文教委員会行政調査厚生文教委員会行政調査厚生文教委員会行政調査厚生文教委員会行政調査（10 月 24 日～26 日） 

 

日程及び調査先情報 調 査 内 容 

 

１０月２４日（月） 

《兵庫県相生市》 

・人   口：３２千人 

・面   積：９０ｋ㎡ 

・高 齢 化 率：25.4％ 

・財政力指数：0.59 

【小中学校の給食無料化等による子育て対策について】 

 

・相生市の人口は、10 年前に比べて３千人以上減少しており、特に 15 歳

未満の人口の割合は県下の他市に比べて低い状況である。 

 

・人口減少の歯止め施策として「子育てを応援する事業」と「住居支援事

業」あわせて１１の事業を行っており、小中学校の給食費の無料化は、

そのうちの１つである。 

 

・給食の無料化は、教育の観点と定住促進の両面からの取り組みでもあり、

今後は財政の健全化を図りながらも、子育て・教育関係予算については

固定経費として予算化していく。 

 

・子育て施策は、本年 4 月から実施しているが、人口の動向を母子健康手

帳の交付数で判断とすると、７月～９月の 3 ヶ月では、前年実績を上回

っており、今後さらにその効果が期待されている。 



１０月２５日（火） 

《島根県出雲市》 

・人   口：176 千人 

・面   積：624ｋ㎡ 

・高 齢 化 率：25.2％ 

・財政力指数：0.49 

【老老介護世帯への生活支援施策について】 

 

・出雲市は平成 17 年の合併後、高齢者は４万４千人となり、高齢化率は

25.2％となった。 

 

・本施策は、介護保険外の生活支援サービスの利用助成を目的としており、

65 歳以上の高齢者のみで暮らし、所得が少なく、日常生活に全面的な介

護が必要な要介護３以上の人がいる約４００世帯が対象となっている。 

 

・この事業は、平成 22 年 10 月に開始されており、給付対象世帯に対し、

生活支援サービス券が 6 枚/月（500 円/枚）支給されている。 

 

・現在、公募によって 24 の事業社が指定されており、買い物、調理、掃

除、家屋内外の小修繕、通院介助などがサービスとして受けられる。 

１０月２６日（水） 

《兵庫県神戸市》 

・人   口：1545 千人 

・面   積：552ｋ㎡ 

・高 齢 化 率：20.0％ 

・財政力指数：0.73 

【学校施設開放事業について】 

 

・この事業は、学校を地域主体の生涯学習拠点とし、市民の健康増進と文

化教養の向上を図るとともに、高度経済成長による都市の過密化に伴う

子どもたちの遊び場の確保を目的に、昭和 40 年にスタートしている。 

 

・最初は校庭の開放から始まり、次に図書室を市民図書室として開放。 

その後は、「マナビィひろば事業」や「総合型地域スポーツクラブ事業」

など、神戸っ子のびのびひろば事業として、放課後子ども教室を開設し

てきた。 

 

・現在は、市内のほとんどの小学校が施設を開放しており、中・高校、幼

稚園においても、支障のない程度での開放が拡大している。 

（現在、市立３０７校中２１４校で実施） 

    

４．トピックス４．トピックス４．トピックス４．トピックス    

    

愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。（９月２０日）愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。（９月２０日）愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。（９月２０日）愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。（９月２０日）    

 

・愛三工業労働組合は、毎年夏に開催している“ふれあい祭り”での 

バザー品の売上げ金などをもとに、大府市に対し物品の寄贈を実施 

しております。 

今年は、来年４月に開校予定の大東小学校に AED が寄贈されました。 

 

 

吉田地区行事吉田地区行事吉田地区行事吉田地区行事（９月（９月（９月（９月 22222222 日～日～日～日～10101010 月１日）月１日）月１日）月１日）    

 

 

 

 

 

 

・大府南中スポーツフェスティバル、吉田っ子運動会、米田保育園運動会など、地元の行事に招待され、 

参加してきました。小学校も保育園も、「まるもりダンス」が披露されました。 

 

遠野デー遠野デー遠野デー遠野デー（（（（10101010 月月月月 28282828 日）日）日）日）    

 

 

 

 

 

 

・遠野市本田市長が、『「縁」(えにし)が結ぶ復興への「絆」』と題し、東日本大震災での後方支援 

構想を熱弁されました。 

・その他、遠野市の伝統芸能、神楽、語り部が披露された後、大府ばやしなどが披露されました。 



 

大府市産業文化まつり大府市産業文化まつり大府市産業文化まつり大府市産業文化まつり（（（（10101010 月月月月 29292929～～～～30303030 日）日）日）日）    

 

 

 

 

 

 

・久野市長、遠野市本田市長の挨拶のあと、盛大にテープカットが行われました。 

・サブアリーナでは、少年少女発明クラブ主催のものづくり＆競技「コマづくり」がありました。 

（私もずっとボランティア活動をしてきたので、嬉しく思いました。） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と  き  ２０１１年１２月１８２０１１年１２月１８２０１１年１２月１８２０１１年１２月１８日（日）日（日）日（日）日（日）    

10101010 時～時～時～時～14141414 時（小雨決行）時（小雨決行）時（小雨決行）時（小雨決行） 

※14 時には閉会してしまいますので、余裕を持ってご来場下さい。 

 

と こ ろ  後援会事務所前後援会事務所前後援会事務所前後援会事務所前 

☆愛三工業㈱ 本社第 9 駐車場 

（下の略地図を参照下さい） 

 

お雑煮、ぜんざい、焼きもち、 

おろしもち、あんころもち、きなこもち 

が食べられます。 

もちつき大 会    のご案内のご案内のご案内のご案内    

 

３月１１日に発生した「東日本大震災」が残した爪あとは、いまだ癒えることなく、完全な復興

には、まだまだ相当の時間を要すると思われます。 

「遠野デー」のセレモニーの中で、遠野市の本田市長が「東北はもう冬支度だ」と話されていま

したが、厳しい冬を迎える被災地にとって電力は欠かすことはできない命綱であり、「脱原発」が

叫ばれる中にあっても、今はまだ、原発に頼らざるを得ないのが現状です。 

今年の夏は、休日変更など、日本全体で電力需給のバランスや節電に協力してきました。これか

ら冬に向けては、厚着をするなど、私も率先して節電に努めていきたいと思います。 

よしのりのひとりごと 

愛三工業 

上徳 

国道 23 号 

共栄町３ 

共栄町 

共和町４ 

共和町５北 

共和町５ 共和町２ 

共
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 至:名古屋 

 
至:大府 

至:豊明 

Ｊ

Ｒ
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海

道
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線 

共和 IC 

至:大府 

≪三宅よしのり事務所のご案内≫≪三宅よしのり事務所のご案内≫≪三宅よしのり事務所のご案内≫≪三宅よしのり事務所のご案内≫    

後援会事務所後援会事務所後援会事務所後援会事務所    

〔くらしの相談室〕〔くらしの相談室〕〔くらしの相談室〕〔くらしの相談室〕 

    

三宅よしのり後援会事務所三宅よしのり後援会事務所三宅よしのり後援会事務所三宅よしのり後援会事務所    

 

愛三工業労働組合内 

    

くらしの相談室くらしの相談室くらしの相談室くらしの相談室    

［電話］0562-47-1450 

［住所］〒474-0061 

大府市共和町４丁目 282 番地 

～お気軽にお立ち寄りください～ 

茶屋 

    

 


