
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【報告事項】【報告事項】【報告事項】【報告事項】    

１１１１....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 2222６６６６年年年年９９９９月月月月２２２２日（日（日（日（火火火火）～）～）～）～１０１０１０１０月月月月１１１１日（日（日（日（水水水水））））３０３０３０３０日間日間日間日間    

【議【議【議【議    案】案】案】案】    

                                                                                                                

具体的議案内容 

【主な議案】【主な議案】【主な議案】【主な議案】    

    

◇◇◇◇大府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め大府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め大府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め大府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定る条例の制定る条例の制定る条例の制定    

についてについてについてについて    ⇒⇒⇒⇒    原案原案原案原案通り通り通り通り可決可決可決可決 

○平成２７年４月からスタートする子ども・子育て支援新制度において、特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるもの 

⇒これにより、これまでの幼稚園・保育所に加えて、両者の長所を併せ持っ

た「認定こども園」の普及を図り、保育の場を増やすことで待機児童を減

らすことができます。 

⇒また、地域型保育（家庭的保育、小規模保育等）を新設し、これまで認可

外であったものを市町村の認可事業としていきます。 

    

◇◇◇◇平成平成平成平成 2222５５５５年度、年度、年度、年度、決算認定決算認定決算認定決算認定((((一般会計、特別会計一般会計、特別会計一般会計、特別会計一般会計、特別会計、水道事業、水道事業、水道事業、水道事業会計会計会計会計))))について⇒について⇒について⇒について⇒    原案通り原案通り原案通り原案通り認定認定認定認定    

 

歳入 40,368,438,558 円（前年比 111.0%） 

歳出 38,865,486,385 円（前年比 112.3%） 

差引残額  1,502,952,173 円（前年比   85.6%） 

 

【普通会計財政指標】 

・財政力指数:３年平均  1.04 （前年 1.06） 

・財政力指数:単年度 1.04 （前年 1.07） 

・経常収支比率 85.0% （前年 88.5%） 

・公債費比率  1.5% （前年 2.2%） 

・実質公債費比率  -0.6% （前年 -0.4%） 

※※※※財政力指数財政力指数財政力指数財政力指数：：：：基準財政収入額収入額収入額収入額を基準財政需要需要需要需要額額額額で割ったもので、「１」を超えると、超えた分

だけ通常水準を超えた行政活動が可能で、余裕財源があることを表します。 

報 告    条 例    補正予算    その他 決 算    人 事    意見書    
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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季節となりましたが、皆様、いかがお過ごし

でしょうか。 

今年は夏から秋にかけて、局地的な集中豪雨や台風、火山の噴火など

の自然災害などによって多くの方が被害に遭われました。被災された

方々には、心よりお見舞い申し上げます。月日が経ちますと、記憶が薄

れ防災への関心が低くなってしまいがちです。日常的な防災・減災に向

けた自助・共助を高める取り組みは重要なことです。私も議員としての

立場で、コミュニティの活性化などに努め、市民の皆さんの安全確保に

つなげていきたいと考えています。 

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

 

【よしのり解説】 

歳入・歳出ともに増加したの

は、国の地域元気臨時交付金

によるものです。財政状況は

概ね良好で、財政力指数が１

を超える団体は不交付団体

と言われ、全国 1700 余りの

市町村のうち 48 団体しかな

く、大府市はその不交付団体

に属します。 

 



    

◇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◇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））））⇒⇒⇒⇒    原案通り可決原案通り可決原案通り可決原案通り可決    

項   目 金  額 

予防接種（水痘及び高齢者肺炎球菌）の法定化に伴う委託料 ４,９００万円 

借地返納に係る原状復帰工事費 ７００万円 

補助幹線道路改良工事費 ４００万円 

 

【意見書】【意見書】【意見書】【意見書】（５本提出されたうち、所属会派の提出した意見書を解説）（５本提出されたうち、所属会派の提出した意見書を解説）（５本提出されたうち、所属会派の提出した意見書を解説）（５本提出されたうち、所属会派の提出した意見書を解説）    

①定数改善計画の早期策定･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    

    

 

    

２２２２....三宅よしのり一般質問報告三宅よしのり一般質問報告三宅よしのり一般質問報告三宅よしのり一般質問報告【質問日：【質問日：【質問日：【質問日：平成２平成２平成２平成２６６６６年年年年９９９９月月月月９９９９日（日（日（日（火火火火）】）】）】）】    

 

【質問内容】 

 

Ｑ１．平成２４年４月、亀岡市で起きた通学児童の列に車が突っ込んだ死亡事故を受けて 

「緊急合同点検」が実施された。 

 

【三宅Ｑ】 点検結果はホームページで公開されたが、その後のフォロー状況は？ 

【行政 A】 

修繕が早急に必要な箇所については直ぐに対応して安全の確保をし、対策予定箇所

の多くは完了しています。また、他の案件についても、対応出来る箇所から計画的

に進めています。 

【三宅Ｑ】 

緊急点検後、早急に対応してきたと思いますが、進捗状況がわからない。対策予定

と時期未定のそれぞれが、どれだけ完了したのか？ 

【行政 A】 

対策予定箇所については、現在全ての箇所が完了しています。しかし、時期未定の

箇所については、地権者のご理解や、予算規模などからまだ着手できていないのが

現状で、今後更なる理解活動や予算化などにより、可能な限り着手していきたいと

考えています。 

【三宅Ｑ】 

毎年行われている教育懇談会に、県の道路管理者、警察の関係者が出席していれば、

要望が共有化でき、実態がわかると思うが、出席依頼の検討はしたか？ 

【行政 A】 

主催が教育委員会ではなく、校長会及び PTA 連絡会であるため、今年度については、

教育委員会が県の道路管理者及び警察に問題点を投げかけていく。来年度について

は、校長会、PTA 連絡会から出席を働きかけていく。 

 

Ｑ２．大府みどり公園にはバーベキュー広場があるが、機材を洗う満足な場所もない 

 

【三宅Ｑ】    設備の充実として、常設のかまど、炊事場・洗い場を整備する考えはあるか？ 

【行政 A】 

各地のデイキャンプ場の中には、バーベキュー施設として整備し、有料で貸し出し

ているところや、器具のレンタルや食材を販売している施設もありますが、大府み

どり公園のバーベキュー広場は、無料で気軽に楽しんでいただける施設として開放

しているもので、現時点では整備計画はありません。今後、費用対効果や、整備後

の維持管理費も勘案したうえで整備を検討致します。 

    

    

    

    

    

    現在、水道は、足洗い

場が２か所あるのみ 

バーベキュー広場とい

ってもただの広場 

【よしのり解説】定数改善計画とは、少人数学級を実現するための、教員数増員計画のことです。

遅れているこの計画を早期に策定することと、義務教育施設の改修や新設など

にかかる国の補助割合が、２分の１から３分の１に引き下げられたままで、 

地方自治体によっては財政負担が大きく、差が出てしまっているため、国庫 

負担率を、元の２分の１に復元するよう求めるものです。 



３３３３．トピックス．トピックス．トピックス．トピックス    

    

１．議会１．議会１．議会１．議会改革改革改革改革（議場モニターの設置）（議場モニターの設置）（議場モニターの設置）（議場モニターの設置）    

        大府市議会の議会活性化特別委員会が、平成２３年から約３年間活動してきた中で、大府市議会の議会活性化特別委員会が、平成２３年から約３年間活動してきた中で、大府市議会の議会活性化特別委員会が、平成２３年から約３年間活動してきた中で、大府市議会の議会活性化特別委員会が、平成２３年から約３年間活動してきた中で、改革改革改革改革にににに

ついては、「やれることからどんどんやって行こう」ということで、一般質問の一問一ついては、「やれることからどんどんやって行こう」ということで、一般質問の一問一ついては、「やれることからどんどんやって行こう」ということで、一般質問の一問一ついては、「やれることからどんどんやって行こう」ということで、一般質問の一問一答方式答方式答方式答方式

や反問権や反問権や反問権や反問権の導入、の導入、の導入、の導入、議員個々の表決の公表、また、市民の皆様への情報公開を少しでも早く正確議員個々の表決の公表、また、市民の皆様への情報公開を少しでも早く正確議員個々の表決の公表、また、市民の皆様への情報公開を少しでも早く正確議員個々の表決の公表、また、市民の皆様への情報公開を少しでも早く正確

にとの思いから、「音声認識による議事録作成支援システム」を導入にとの思いから、「音声認識による議事録作成支援システム」を導入にとの思いから、「音声認識による議事録作成支援システム」を導入にとの思いから、「音声認識による議事録作成支援システム」を導入しました。しました。しました。しました。    

    更には更には更には更には、この９月議会から電子黒板が導入されました。、この９月議会から電子黒板が導入されました。、この９月議会から電子黒板が導入されました。、この９月議会から電子黒板が導入されました。（画面（画面（画面（画面サイズは６５インチで、議場のサイズは６５インチで、議場のサイズは６５インチで、議場のサイズは６５インチで、議場の

両脇に設置されています。両脇に設置されています。両脇に設置されています。両脇に設置されています。））））    

        議場では、モニターとして使用し、議場では、モニターとして使用し、議場では、モニターとして使用し、議場では、モニターとして使用し、議案により議案により議案により議案により    

地図を表示させたり、一般質問では、これまで地図を表示させたり、一般質問では、これまで地図を表示させたり、一般質問では、これまで地図を表示させたり、一般質問では、これまで A2A2A2A2

サイズのパネルをそれぞれの議員が用意し、提示しサイズのパネルをそれぞれの議員が用意し、提示しサイズのパネルをそれぞれの議員が用意し、提示しサイズのパネルをそれぞれの議員が用意し、提示し

ていたものを、モニターに表示させることができていたものを、モニターに表示させることができていたものを、モニターに表示させることができていたものを、モニターに表示させることができるるるる

ようになりましたようになりましたようになりましたようになりました。。。。    

また、一般質問の際、傍聴席また、一般質問の際、傍聴席また、一般質問の際、傍聴席また、一般質問の際、傍聴席からは議員の後頭部からは議員の後頭部からは議員の後頭部からは議員の後頭部

しか見えなかったものが、モニターを通して表情をしか見えなかったものが、モニターを通して表情をしか見えなかったものが、モニターを通して表情をしか見えなかったものが、モニターを通して表情を

みることができます。移動式ですので、常任・特別みることができます。移動式ですので、常任・特別みることができます。移動式ですので、常任・特別みることができます。移動式ですので、常任・特別

委員会でも電子黒板として議員間討議にも使用さ委員会でも電子黒板として議員間討議にも使用さ委員会でも電子黒板として議員間討議にも使用さ委員会でも電子黒板として議員間討議にも使用さ

れます。れます。れます。れます。傍聴者にわかりやすい議会を目指していま傍聴者にわかりやすい議会を目指していま傍聴者にわかりやすい議会を目指していま傍聴者にわかりやすい議会を目指していま

すので、すので、すので、すので、是非傍聴に是非傍聴に是非傍聴に是非傍聴にお越しください。お越しください。お越しください。お越しください。    

 

２．地域行事２．地域行事２．地域行事２．地域行事    

～文化・スポーツの秋～～文化・スポーツの秋～～文化・スポーツの秋～～文化・スポーツの秋～    地域のさまざまな行事に参加しました地域のさまざまな行事に参加しました地域のさまざまな行事に参加しました地域のさまざまな行事に参加しました（９月（９月（９月（９月１１１１8888 日～日～日～日～10101010 月月月月 5555 日）】日）】日）】日）】    

 

 

 

 

 

 

 

 

３．大府市イベント３．大府市イベント３．大府市イベント３．大府市イベント    

    遠野デー遠野デー遠野デー遠野デー（９（９（９（９月月月月 24242424 日）日）日）日）                                                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（９（９（９（９月月月月 25252525 日）日）日）日）    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

【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【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（（（（１０月１５１０月１５１０月１５１０月１５日）日）日）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、それぞれの自治区に 

児童センターまたは児童老人福祉センターが 

あります。自治区によっては範囲が広く、 

使いづらいとの声もあり、平成２７年４月 

北崎地区に「分館」として新設されること 

になりました。 

今年はこの分館に、「AED」を設置するこ 

   ととし、目録の贈呈が行われました。 

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 米田保育園運動会 

大府市産業文化まつり 

オープニングセレモニー 
３台の山車が集合 

遠野デー 

オープニングセレモニー 
かっぱおじさんの 

トークショー 

画像はイメージ 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

と  き  ２０１２０１２０１２０１４４４４年１２月１年１２月１年１２月１年１２月１４４４４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。 

 
 

 

今年は兵庫県議会議員の政務活動費の不正使用や、地域のまつりでの「うちわ配布」問題など、

政治とお金に関わる問題が大きく取り沙汰されました。このような報道があると、議員の全てが

不正をしているようにとられがちですが、全国のほんの一部で起きてしまったことと理解して頂

きたいと思います。大府市を始めとするほとんどの議会は政務活動費を個人会計ではなく、会派

ごとの管理とし、１円の狂いもなく全ての領収書を添付し、未使用分は返還しています。清廉潔

白な政治活動を今後も続けて参ります。 

 

公共交通機関が整備されていない地方ほど、自

動車は日常生活における移動手段として欠か

すことのできない「生活の足」となっています。 

 

その自動車に課税されている自動車取得税・重

量税は、課税根拠をすでに喪失した税金です。

税金に税金をさらにかける不公平な税制度は、

即時に廃止されるべきと考えます。 

 

もちつき大 会    のご案内のご案内のご案内のご案内    

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

和 

 至:名古屋 

 
至:大府 

至:豊明 

Ｊ

Ｒ

東

海

道

本

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 

 

同：もちつき大会会場 

上位１０市町村 下位１０市町村

順位

都道

府県

市郡区

１世帯当り

保有台数

順位

都道

府県

市郡区

１世帯当り

保有台数

1 愛知県 飛島村 2.91 1 東京都 中野区 0.26

2 茨城県 八千代町 2.37 2 東京都 豊島区 0.27

3 栃木県 下妻市 2.35 3 東京都 新宿区 0.27

4 茨城県 芳賀町 2.32 4 東京都 文京区 0.29

5 岐阜県 輪之内町 2.28 5 東京都 北区 0.30

6 長野県 川上村 2.23 6 東京都 台頭区 0.31

7 福島県 天栄村 2.22 7 東京都 荒川区 0.31

8 福島県 大玉村 2.21 8 東京都 品川区 0.31

9 福島県 中島村 2.21 9 東京都 杉並区 0.33

10 宮城県 色麻町 2.18 10 東京都 墨田区 0.33

消費者目線 ： 車が生活の足となっている地方に大きな負担

▲1世帯当りの自動車保有台数一覧  

私の思い(主張)「自動車関係諸税」 


