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後援会だより
連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお過ごしですか。
日本中が沸きに沸いた、サッカーワールドカップブラジル大会では
日本は残念な結果となってしまいましたが、精一杯戦った選手達には
敬意を表したいと思います。私の座右の銘は、「ベストを尽くせば誇
りに思える」ですが、精一杯やったことに誇りを持ち、次につなげて
いって頂きたいと思います。
それでは５月臨時会での議会人事と６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 やけよしのり

大府市議会議員

三宅 佳 典

【報告事項】
１．大府市５月臨時会報告
１．大府市５月臨時会報告
平成 2６年度大府市議会人事
三宅よしのり
所属委員会

・厚生文教委員会（副委員長） ・議会運営委員会
・まちづくり特別委員会
・議会広報委員会

・知北平和公園組合議会

２．大府市
２．大府市 6 月定例会報告
定例会報告
【会 期】平成 2６年６月２日（月
日（月）～6
）～6 月 2３日（月
日（月）２２
）２２日間
【議 案】◎報告：７件 ◎条例改正：５件 ◎補正予算：３件 ◎人事：１件 ◎その他：４件
◎議員提出条例改正：１件

◎推薦：１件

◎意見書・請願：３件

【主な議案】
具体的議案内容
大府市税条例の一部改正について⇒
大府市税条例の一部改正について⇒ （原案可決）
◎地方税法施行令により、地方法人税が創設されたため法人市民税の税率が改正されました。
内容 ①「１２．３％」→「９．７％」に税率が引き下げられます。（▲２．６％）
(施行期日) 平成 2６年１０月１日以後に開始する事業年度分から
新設された「地方法人税」は、これまで企業が納めていた法人市民税の一部（差の２．６％）
が国に納められ、地方自治体の財政力格差の縮小を図るための地方交付税の財源として確保
するためのものです。財政力指数が“１”に満たない自治体には交付されますが、大府市の
ような不交付団体は、税収が減少してしまいます。

②軽自動車税の税率の見直し及び特例措置の導入
・１２５ｃｃ以下の原動機付自転車及びミニカーは平成２７年度分から見直し
（例）５０ｃｃ以下：現行１，０００円⇒改正後２，０００円
・３輪以上の軽自動車は、平成２７年４月１日以後に新規登録されたもの
（例）４輪の自家用乗用車：現行７，２００円⇒改正後１０，８００円
・特例措置とは、１３年を経過した３輪以上の軽自動車税が割増となる
（例）４輪の自家用乗用車：１２，９００円となります。
平成２７年３月末までに新規登録された３輪以上の軽自動車は、１３年
を経過するまで現行の税率が適用されます。

具体的議案内容
大府市火災予防条例の一部改正について⇒ （原案可決）
◎消防法施行令の一部を改正する政令の施行により条例の改正がありました。
内容 ①祭礼、縁日、花火大会等、多数の者の集合する催しで、火気器具等を使用する者は、消
火器を準備したうえで使用することを義務付ける。
②火気器具等を使用する露店等を開設する者は、事前に消防長に届け出を義務付ける。
対象となる催しは、実行委員会や事務局を有するもので、大府
夏祭りや共長夏祭り、産業文化まつり、企業の夏祭りなどで、
家族や有志が集まってするバーベキューは対象となりません。
昨年福知山市で起きた惨事を繰り返さないためです。

平成 2６年度大府市一般会計及び
年度大府市一般会計及び特別会計
及び特別会計補正予算
特別会計補正予算に
補正予算について ⇒ （原案可決）
・一般会計補正予算（予算額：37
一般会計補正予算（予算額：37,
37,847 千円）
・国民健康保険事業特別会計補正予算（予算額：3,186
・国民健康保険事業特別会計補正予算（予算額：3,186 千円）
・後期高齢者医療事業特別会計補正予算（予算額：1,493
・後期高齢者医療事業特別会計補正予算（予算額：1,493 千円）
款
歳出項目
補正予算額
総務費

社会保障・税番号制度対応システム改修委託料増額

20,494 千円

後期高齢者医療事業特別会計へ繰出し増額

1,493 千円

高齢者・児童福祉施設指定管理委託料

4,452 千円

少年少女発明クラブ交付金増額（寄附充当）
（寄附充当）

1,315 千円

民生費

衛生費

生活保護電算システム改修委託料
がん検診事業
印刷製本費増額

432 千円

通信運搬費増額

730 千円

問診票郵送事務委託料増額

152 千円

がん検診委託料増額
女性特有のがん検診補助金

215 千円

7,500 千円
100 千円

964 千円
消防費
委員等活動謝礼増額
※寄附充当
寄附充当とある歳出項目は、寄附によって歳入があった項目について、マッチングギフト
寄附充当
方式により、寄附額と同額を予算から歳出します。

財産の取得について
財産の取得について ⇒ （原案可決）
・40m 級はしご車の更新（
級はしご車の更新（取得金額：
取得金額：197,
197,314 千円）
・15m 級はしご車の更新（取得金額： 32,351 千円）
NOx・PM 法により現車両は、特殊で高価な装置を取り付けなければ
継続して使用できないことと、新規登録後１６年以上経過しており、
市民の安全を確保するために、更新が適当であると判断しました。

【請願書】
「特定秘密保護法」の施行中止を求める意見書の採択を求める請願書⇒
「特定秘密保護法」の施行中止を求める意見書の採択を求める請願書⇒ （採択）
採択）
昨年の１２月に、強行採決された法案に対し、市民から出された請願を慎重に審議した結果採
択され、大府市議会の多くの議員が賛成の立場として、意見書を作成しました。

【意見書】
特定秘密保護法の施行に関する意見書⇒
特定秘密保護法の施行に関する意見書⇒ （原案可決）
上記の請願書が採択されたことにより、施行中止を求めるだけでなく、「施行の中止または適
切な措置を講じるまで施行を延期するよう強く要望する意見書」とし、賛成多数で可決されま
した。

消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書⇒
消費税の軽減税率制度の導入を求める意見書⇒ （原案可決）
社会保障と税の一体改革の趣旨を踏まえ、社会保障の安定財源確保を目指し、２段階での消費
税率引き上げが行われますが、低所得者には負担増となります。よって、生活必需品、公共料
金を軽減税率制度の対象品目として盛り込むよう強く求める意見書として提出されました。

【議員提出議案】
大府市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について⇒
大府市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について⇒ （原案可決）
提案理由：社会情勢及び３年間の議会活性化特別委員会における議員定数に係る調査研究結果を鑑
み、大府市議会の議員の定数を改める。
内容：議員定数の変更 「２１人」⇒「１９人」
施行期日：交付の日から施行し、施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用。
近隣市町では、今年の４月の東海市議会選挙において、「２減」にて執行されました。また、
東浦町議会でも、３月議会にて定数「２減」が可決され、来年行われる統一地方選挙で執行
されます。議員の数が多ければいいとか少なければいい、と言う訳ではなく、大府市議会で
は、議会における改革の推進によって他議会に劣る事のない一人一人の資質向上に向けた活
動を展開してきたことにより、多くの成果と自信に結びつき、市民と議会、市民と議員の距
離と範囲を近づけることができたと確信し、賛成をしました。残念ながら私たち「市民クラ
ブ」の選挙公約「３減」が実現できなかったことを、お詫び申し上げます。

３．トピックス

ア ロ ー ブ

平成２６年７月１日に“おおぶ文化交流の杜 allobu”が開館しました。その開館に先立ち、
式典が行われ、市内企業等から寄贈されたモニュメントの表彰式も行われました。
図書館、ホール、会議室や学習室の他、スタジオや「ふれあいの路」という散策路をイメー
ジした通路を備えています。館内にはイタリアレストランも開店しました。
皆さん、是非ご来場ください。
皆さん、是非ご来場ください。

愛三工業が寄贈し
たモニュメントの
表彰状を授与

モニュメントのテーマは「岩盤」で、プレートは「海原」、
球形は「雫(しずく)」を意味します。イタリアレストラン「エ
ルベッタ」のテラスからよく見えます。

４．暮らしの相談実績報告
・朽ち果てた土のう取替え（豪雨時の雨水流入防止）
①ボロボロの土のうは
場所：半月町２地内

②一旦撤去され

内容：雨水流入防止のために設置された土のう
が、経年により破れ、雑草が生えるとと
もに、砂が敷地内に落ち、困っていた。
対策：現在の土のうに代えて、※アスカーブ処理
を検討しましたが、境界のはっきりしな ③再設置された
いところへの設置は、測量・土止めが必
要で、多額の費用が発生することと、市街
化調整区域であることから、設置は困難
との回答であったため、土のうの交換に
なりました。

※アスカーブ処理

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。
是非ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

201４
201４年 8 月 2４日(日)
10:00～
10:00～15:00
アイサンスポーツセンター内
及び第１駐車場
☆各種プレイコーナー
(うなぎつかみ･金魚すくい など)

☆工作コーナー
(プラパン･ルームプレート

など)

☆社会貢献コーナー
(高原野菜販売・東北物産展 など)
☆野外ステージ(キャラクターショーなど)

昨年のふれあい祭りの様子
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

共栄町３

茶屋
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

共和町５北

後援会事務所
〔くらしの相談室〕

共栄町

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

