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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。
９月議会の議案に上程された主な補正予算は、地域経済の活性化
と雇用の創出を目的とした政府の「地域元気臨時交付金」の活用に
よる公共事業に関するものであり、今後、更なる市民サービスの向
上、暮らしやすいまちづくりが期待されます。しかしその財源は新
たな公債によるものであり、国の借金が一千兆円を超す財政状況を
考えると手放しで喜ぶこともできません。将来を背負う子どもたち
にツケをまわさないような市政に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。
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【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 2５年９月３日（火
日（火）～１０
）～１０月
１０月２日（水
日（水）３０日間
３０日間
【議 案】
報 告
条 例
補正予算
決 算
人 事
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６件
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意見書
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具体的議案内容

【主な議案】
◇大府市職員の給与に関する
大府市職員の給与に関する条例の
職員の給与に関する条例の一部改正について
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
・人事院勧告に基づく国家公務員の改定に準じ、大府市職員の給与制度改定をする。
・５５歳を超える職員の昇給について、勤務成績が特に良好である場合に限り行い、標準の勤
務成績では昇給をしない。
◇平成 2４年度、決算認定
４年度、決算認定(
決算認定(一般会計、特別会計、水道事業会計
一般会計、特別会計、水道事業会計)
、水道事業会計)について⇒ 原案通り可決
歳入
歳出
差引残額

36,376,589,177 円（前年比
34,621,452,051 円（前年比
1,755,137,126 円（前年比

【普通会計財政指標】
・財政力指数:３年平均
・財政力指数:単年度
・経常収支比率
・公債費比率
・実質公債費比率

98.9%）
97.5%）
139.7%）

1.06 （前年 1.15）
1.07 （前年 1.02）
88.5% （前年 84.0%）
2.2% （前年 2.8%）
-0.4% （前年 0.0%）

【よしのり解説】
財政状況は概ね良好です
が、義務的経費が歳出全体
の半分を占め、財政構造の
弾力性が失われつつあり
ます。
３年平均の財政力指数は
低下してきていますが、単
年度の財政力指数は回復
傾向にあります。

【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

◇補正予算の主な項目（一般会計
◇補正予算の主な項目（一般会計）
般会計）⇒ 原案通り可決
・地域の元気臨時交付金対象事業
地域経済の活性化と雇用の創出を目的とし、平成２６年度中に完了する事業に充当する
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① 大府保育園建替え(平成 26 年度)
大府保育園は市政開始の昭和４５年に整備され、４０年以上経過しているため老朽化が進んで
おり、この事業で計画を前倒しして建替えられます。整備後は、一時的保育と親子育成支援（ジ
ョイジョイ）を追加予定しています。
② 中央防災倉庫建設(平成 25,26 年度)
防災倉庫は、市内１９箇所に２２個ありますが、人口の増加にともない、備蓄不足にならない
よう新たに建設します。災害時の避難者は市民の１割が想定され、全倉庫で３日分の食料と生
活用品が備蓄されます。
③ 桃山･花咲台公園遊具更新(平成 25 年度)
老朽化にともない、安全性を考慮し、桃山・花咲台公園の複合遊具が更新されます。
④ 補助幹線道路改良(平成 26 年度)
市道山口—半月線のうち、上荒田橋から国道１５５号線までの歩道の整備を行ないます。また、
市道荒池線は、リーマンショックなどにより一部保留になっていましたが、国道１５５号線に
接続されます。
⑤ 共和西放課後クラブ専用棟建設(平成 26 年度)
現在、共和西放課後児童クラブは、対象児童は８２名で、共和西小学校の余裕教室２室を利用
していますが、今後児童数が増加し、平成３０年には１６０名になる予定で、利用できる教室
の確保ができなくなるため、専用棟を建設することになりました。建設予定地は、現在の共和
西区画整理組合の事務所がある場所になります。

２.三宅よしのり一般質問報告【質問日：平成２
【質問日：平成２５
平成２５年９月９日（月
日（月）】
【質問内容】

Ｑ．平成２６年７月、中央図書館の文化交流の杜への移設にともなう歴史民俗資料館のリニュー
アルの検討状況について
【三宅Ｑ】 リニューアル検討委員会での図書館移設後のスペースの活用についての検討結果は

歴史民俗資料館の拡充、歴史的価値のある公文書保存と閲覧機能の付加、図書の貸
【行政 A】 出し返却機能を中心とした図書館を補完する機能、市民交流機能を確保することな
どの意見集約がされています。
【三宅Ｑ】 歴史民俗資料館の展示室の配置やスペースの拡張については、どのようにお考えか

新たなスペースとして、現中央図書館の１階にある児童閲覧室を特別展・企画展用
の展示室、２階を閉架書庫、３階の一般図書室を古文書や出土品の収蔵庫として活
【行政 A】 用すること。また、１階ロビーは、市民の皆さんが気軽に立ち寄ることのできる場
を整備した複合施設とするよう提言されており、関係する部門で必要な調整を行っ
た後、施設の設計作業に入りたいと考えています。
【三宅Ｑ】 回想法による効果についての見解は

市内外の介護施設から歴史民俗資料館への来館や道具の貸出しにより、デイサービ
ス等で回想法がおこなわれています。参加者のいきいきとした表情など効果があり、
持続していくことで認知症の予防や改善に効果が期待できるものと考えています。
【行政 A】 今後の高齢化に対応するためにも認知症予防は大変重要であり、回想法も取り入れ
て、元気な高齢者が安心して暮らしていけるよう、まちづくりを進めていきます。
※回想法とは、過去の懐かしい思い出を語り合ったり、誰かに話したりすることで脳が
刺激され、精神状態を安定させることで、認知機能を改善する効果を期待した療法です。

大府市歴史民俗資料館の「昭和」の匂いのする家屋と駄菓子屋を
常設展示しています。皆さん是非お出かけください。

３．トピックス
～文化・スポーツの秋～

三世代交流芸能大会

地域のさまざまな行事に参加しました（９月１９
（９月１９日～
１９日～10
日～10 月１２日）
１２日）】

大府南中
スポーツフェスティバル

吉田っ子運動会

米田神社大祭

・三世代交流芸能大会では大人顔負けの落語、運動会では参加者が精一杯競技・応援され、大いに盛
り上がっていました。

【愛三工業労働組合から物品が寄贈（
【愛三工業労働組合から物品が寄贈（１１月５
１１月５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、大府市の施設へ物品の寄贈を実施しています。大府市には、それぞれの小学校単
位で放課後児童クラブがあり、共働き家庭などの児童をお預かりしています。
本を読むという習慣が減りつつあるなか、
読書に慣れ親しんでもらおうという目的
で市内９クラブ２３クラスの放課後児童
クラブ図書室へ、２７７冊の本の寄贈を
行ないました。

よしのりのひとりごと
先日、大府市防災フェアが開催され、矢野きよ美氏を迎え「君にできること、僕にできること、
一生懸命生きること」と題しての講演がありました。書家である矢野氏は被災地の子どもたちに心
に想ったことを書いてもらい、話を聞いてあげることで、閉ざしていた心を開かせたそうです。私
は７月末に岩手県へ視察に行ってきましたが、かつて住宅街であった場所は草が生い茂り、復興の
遅れを肌で感じてきました。真の再出発のためにも、建物や道路だけでなく気持ちも“復興”でき
るよう願うとともに、自分に与えられた役割をしっかりと果たしていきたいと考えています。

も ち つ き 大 会 のご案内
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き

２０１３
２０１３年１２月１５
年１２月１５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
上徳

茶屋

共栄町３
ＪＲ東海道本線

三宅よしのり後援会事務所
愛三工業

愛三工業労働組合内
共和町４

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
共和町２
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

