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後援会だより
朝夕の寒気が身にしみる季節となりましたが、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。
大府市の新たな文化施設として平成２６年７月にオープンす
る「文化交流の杜」の工事が始まりました。これまで２年間延期
になっていましたが、市民からの要望が多い、ホールや図書館と
しての機能の拡充が実現されることになります。今後も大府市が
快適で暮らし易い町になるよう、力を注いで参りますので、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。
みやけ

大府市議会議員

よしのり

三宅 佳典

【報告事項】
１.議会報告
○大府市９
大府市９月定例会報告
定例会報告
【会 期】平成 2４年９月４日（火
日（火）～１０
）～１０月
１０月２日（火
日（火）２９
）２９日間
【議 案】
報 告
条 例
補正予算
決 算
人 事
意見書
４件

３件

４件

６件

１件

５件

その他
１件

具体的議案内容

【主な議案】
例：健康福祉部⇒
◇大府市事務分掌条例の
大府市事務分掌条例の一部改正について
事務分掌条例の一部改正について ⇒ 原案通り
原案通り可決
通り可決
・市民の視点でわかりやすい組織へと機構改革するための改正。 「福祉こども部」と
「健康文化部」に
◇補正予算の主な項目
補正予算の主な項目（
の主な項目（一般会計）
一般会計）⇒ 原案通り可決
①予防接種法の改正により、生ポリオワクチン
から不活化ポリオワクチンに変更（４５百万円）
②大府大和幼稚園が認定こども園を開設するた
めに必要な施設整備を支援（５９百万円）
③第 23 回全国消防操法大会に、愛知県代表と
して出場することに係る経費（３．９百万円）

・平成
平成 2３年度、
年度、一般会計、特別会計（４
一般会計、特別会計（４項目）の認定について（水道事業会計の決算含む）
項目）の認定について（水道事業会計の決算含む）
（認定１～６
（認定１～６）⇒ 原案通り可決
【よしのり解説】
財政状況は概ね良好です
歳入
36,765,982,873 円（前年比 104.9%）
が、扶助費※が増加し、財
歳出
35,510,057,349 円（前年比 105.1%）
政構造の弾力性が失われ
差引残額
1,255,925,524 円（前年比
98.8%）
つつあります。年々財政力
指数は低下してきており、
【普通会計財政指標】
継続的に扶助費、公債費な
・財政力指数（３年）
1.15 （前年 1.25）
どの義務的経費について
・経常収支比率
84.0% （前年 84.9%）
注視する必要があると考
・公債費比率
2.8% （前年 2.8%）
えます。
・実質公債費比率
0.0% （前年 1.0%）
※扶助費：児童福祉や老人福祉な
ど住民福祉を支える経費

【意見書】
①定数(学級)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）⇒ 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）⇒ 可決
③愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書（全会一致）⇒ 可決
④愛知県の福祉医療制度の存続に関する意見書(自民クラブ他
自民クラブ他)⇒ 可決〔市民クラブ賛成〕
⑤生活保護法の改悪に反対する意見書(共産党)
共産党) ⇒ 否決

２.三宅よしのり一般質問報告【質問日：平成２４
【質問日：平成２４年
平成２４年９月１０日（
１０日（月
日（月）】
【質問内容】

Ｑ１．新学習指導要領の時間増加への対応方法（土曜日授業の実施（導入）など）について
【三宅Ｑ】

新学習指導要領では小学１・２年生で２時間／週、その他の学年で１時間／週の時
間数が増加しているが、（現在は）どうやって対応しているか？

４時間授業の日を５時間授業、５時間授業の日を６時間授業の日とし、時間数の確
保をしている。
平成 23 年度中において、小学校で実施した新学習指導要領の問題点は（具体的な
【三宅Ｑ】
課題は）？
授業時間数増加に伴い、「課外活動の時間減少」、「児童会活動時間の減少」、「教職
【行政 A】
員の会議時間の確保」などに影響が出ている。
【行政 A】

【三宅Ｑ】 土曜日授業をする（必要性の検証を）検討はしているか？

新学習指導要領に記された標準授業時間数を本市の全ての小中学校において確保し
ており、土曜日授業を実施する考えはない。ただし、これまで小学校において「ふ
【行政 A】 れあい学級」
「親子学級」「運動会」「学習発表会」等を土曜日に開催し、授業を保護
者に公開していることから、こういった機会を増やすことについて、他市町の動向
をふまえ、調査研究をしていきたいと考えている。

Ｑ２．大府市幼保児小中連携教育「きらきら」における「あいさつ運動の実施方法及びボラン
ティア活動」の状況について
【三宅Ｑ】

あいさつ運動は、５、１０月のゼロのつく平日となっているが、半年に１度のペー
スでは習慣にならないのではないか？もっと短いサイクルでやる考えはあるのか。

これまでにもあったあいさつ運動を継続しながら、機運を高めるために、多くの市
民が参加しやすい時期として設定しました。ゼロの日は、地域の方々が交差点など
【行政 A】 に立たれる日であり、広く大府市民全体の運動としていきたいと考えたからです。
この１０月のあいさつ運動実施後に、学校や地域の意見を集約して、取り組みの成
果や課題を整理し、次年度以降の回数や方法について調整をしていきたい。
【三宅Ｑ】 （市の）児童生徒のボランティア活動への参加についての考え（考え方）は？

「きらきら」教育では、「社会のルールやマナーを身につけ、地域とともに心豊かに
生きる子ども」の姿の実現のために、「市のイベントや地域の行事などに積極的にか
かわることで、社会の一員としての自覚を促す」としている。これまでも、各学校
【行政 A】 では、地域行事などへの積極的な参加を進めており、児童生徒は、学校独自のボラ
ンティア活動や市や地域の行事に積極的に参加している。今後も、地域の一員とし
て、自覚を持って地域で活動できる機会を大切にして、取り組んでいきたいと考え
ている。
【よしのり解説】
一部の地域の運動会では、小中学生のボランテ
ィアが活躍しています。今後も様々なイベント
で子供達の地域社会への参画意識が拡がるよ
うな工夫をしていく必要があります。

３．トピックス
【愛三工業労働組合から物品が寄贈（９月２
【愛三工業労働組合から物品が寄贈（９月２５
（９月２５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。大府市では、０歳児保育が拡大されて
おり、その増加に伴い
不足していた哺乳瓶殺
菌保管庫と４人乗り乳
母車が米田保育園に寄
贈されました。

【大府市消防団（共和分団）入賞の
大府市消防団（共和分団）入賞の軌跡
入賞の軌跡 ～全国消防操法大会５位入賞まで～ 】

本年 6 月大府市消防操法
大会に出場
(写真は県大会のもの)

7 月 13 日大府市消防本
部にて県大会出場への激
励会を実施。

7 月 21 日県大会当日。過
去の反省を活かし、機敏
で正確な動作とタイム
により優勝。

全国大会に出場する
ために 9 月議会で補正
予算を提出し、議会で
承認。（1 ページ参照）
9 月 29 日壮行会で全国制
覇をするため、全力を出
すことを誓う。

10 月 7 日全国大会当日。
タイムは 3 位だったが、
ホースが少し曲ってい
たため減点。

当初は「報告会」であったが、５位入賞という好結果のため
急遽「祝賀会」となった。
共和分団の皆さん、本当におめでとうございます。

【吉田地区行事（９月 2０日～10
日～10 月６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、吉田文化ふれあいまつ
りなど地元の行事に招待され、参加させていただきました。参加者が、精一杯競技・応援してお
られ運動会は大いに盛り上がっていました。

【大府市産業文化まつり（
大府市産業文化まつり（10 月 27～28 日）】
・大府市産業文化まつりでは、久野市長、上西議長、山尾志桜里衆議院議員の挨拶に続き、長野県大
滝村から瀬戸村長もかけつけ、挨拶をされました。そのあと、盛大にテープカットが行われました。
・また、今年も多くの来場者がまつりに訪れ沢山の催しを楽しまれました。
（愛三工業もブース設置）

よしのりのひとりごと
「東日本大震災」の復興に対しては、「絆・助け合い」と言いながらも、広域ガレキ処理問題に
ついては、生活や健康面への影響の心配から、自らのまちでの受入れが躊躇われるという苦悩が表
面化しました。大府市においても、こうした影響を心配する声が少なくなく、行政として慎重な議
論の結果、「受け入れはできない」と判断しました。早期復興には日本全体で取り組んでいく必要
があり、私も議員という立場で、今後、何をすべきかをしっかり考え、行動につなげていきたいと
考えます。

も ち つ き 大 会 のご案内
と

き

２０１２
２０１２年１２月１６
年１２月１６日（日）
10 時～14
時～14 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
☆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。

至:名古屋

≪三宅よしのり事務所のご案内≫

国道 23 号
共和 IC
至:豊明
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ＪＲ東海道本線

三宅よしのり後援会事務所
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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

後援会事務所
〔くらしの相談室〕

共和町５北
共栄町

同：もちつき大会会場
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共和町５
共和

～お気軽にお立ち寄りください～
至:大府

至:大府

