
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報告事項】【報告事項】【報告事項】【報告事項】    

１．議会活動１．議会活動１．議会活動１．議会活動    

大府市５月大府市５月大府市５月大府市５月第１回第１回第１回第１回臨時会報告臨時会報告臨時会報告臨時会報告    

【会【会【会【会    期】平成期】平成期】平成期】平成 2222８８８８年５月年５月年５月年５月１１１１１１１１日（日（日（日（水水水水））））    １日間１日間１日間１日間    

【議 案】 ◎報告：２件 ◎専決処分：３件 ◎補正予算：１件 ◎その他：１件 ◎人事：１件 

◎議会人事 

主な議案 

①補正予算：知多半島５市で自治体導入を決めた「ＭＩＲＡＩ」が、５月中納入の目処が立っ 

たため、繰越明許されていたものを補正予算化。 

②副市長の選任：議会事務局長の山内健次氏が承認された。 

平成 2８年度 大府市議会議会人事決まる 

 平成 2８年 5 月１１日（水）に臨時議会が召集され議案審議と常任委員会委員の選任が議長より提案 

され、議会運営委員会及び各常任委員会の正副委員長を決定した。 

２２２２．市議会三役．市議会三役．市議会三役．市議会三役（市議会申し合わせにより２年任期）（市議会申し合わせにより２年任期）（市議会申し合わせにより２年任期）（市議会申し合わせにより２年任期）    

議長    深谷 直史（自民クラブ５期） 

            副議長   守屋 孝 （市民クラブ３期） 

        監査委員   酒井 真二（自民クラブ４期） 

３３３３．委員会委員（◎印委員長・○副委員長）．委員会委員（◎印委員長・○副委員長）．委員会委員（◎印委員長・○副委員長）．委員会委員（◎印委員長・○副委員長）    

① 議会運営委員会（先例：会派人員３人まで１人、３人超ごとに１人増） 

自民 ◎ 

山本山本山本山本    正和正和正和正和    

公明 ○ 

柴崎柴崎柴崎柴崎    智子智子智子智子    

市民    

三宅三宅三宅三宅    佳典佳典佳典佳典    

市民 

上西上西上西上西    正正正正雄雄雄雄    

自民  

早川早川早川早川    高光高光高光高光    

自民  

加古加古加古加古    守守守守    

共産 

森山森山森山森山    守守守守    

② 総務委員会（７人） 

市民 ◎ 

三宅三宅三宅三宅    佳典佳典佳典佳典    

公明 ○ 

窪地窪地窪地窪地    洋洋洋洋    

市民 

上西上西上西上西    正雄正雄正雄正雄    

自民  

酒井酒井酒井酒井    真二真二真二真二    

自民 

鈴木鈴木鈴木鈴木    隆隆隆隆    

自民  

鷹羽鷹羽鷹羽鷹羽    琴美琴美琴美琴美    

共産  

久永久永久永久永    和枝和枝和枝和枝    

 

③ 厚生文教委員会（６人） 

自民 ◎ 

早川早川早川早川    高光高光高光高光    

共産 ○ 

森山森山森山森山    守守守守    

市民     

守屋守屋守屋守屋    孝孝孝孝    

市民  

木下木下木下木下    久子久子久子久子    

自民  

日高日高日高日高    章章章章    

公明  

柴崎柴崎柴崎柴崎    智子智子智子智子    

④ 建設消防委員会（６人） 

市民 〇    

大西大西大西大西    勝彦勝彦勝彦勝彦    

無所属 ○ 

鷹羽鷹羽鷹羽鷹羽    登久子登久子登久子登久子    

市民 

小山小山小山小山    昌子昌子昌子昌子    

自民 

深谷深谷深谷深谷    直史直史直史直史    

自民  

山本山本山本山本    正和正和正和正和    

自民  

加古加古加古加古    守守守守    

 

 

平成２平成２平成２平成２８８８８年年年年５５５５月月月月    

    

三宅三宅三宅三宅    よしのりよしのりよしのりよしのり    議員活動報告議員活動報告議員活動報告議員活動報告    

 

 



⑤ 議会広報委員会（広報委員会規程：任期１年。７人以内。副議長が委員長） 

市民 ◎    

守屋守屋守屋守屋    孝孝孝孝    

自民 ○ 

鷹羽鷹羽鷹羽鷹羽    琴美琴美琴美琴美    

市民  

木下木下木下木下    久子久子久子久子    

市民  

小山小山小山小山    昌子昌子昌子昌子    

自民  

加古加古加古加古    守守守守    

無所  

鷹羽鷹羽鷹羽鷹羽    登久子登久子登久子登久子    

共産 

久永久永久永久永    和枝和枝和枝和枝    

公明 

窪地窪地窪地窪地    洋洋洋洋    

４４４４．組合議会等議員について．組合議会等議員について．組合議会等議員について．組合議会等議員について    

① 東部知多衛生組合議会 （大府市・豊明市・東浦町・阿久比町の２市２町で運営） 

（先例：任期２年。議長と全員から２人） 

議長 

深谷 直史 

市民 

大西大西大西大西    勝彦勝彦勝彦勝彦    

自民 

日高 章 

② 知北平和公園組合議会 （大府市・東海市・東浦町の２市１町で運営） 

（先例：任期２年。議長と全員から２人） 

議長 

深谷 直史 

市民 

木下木下木下木下    久子久子久子久子    

自民 

加古 守 

③ 知多北部広域連合議会 （大府市・東海市・知多市・東浦町の３市１町で運営） 

（先例：任期２年。議長と全員から３人） 

議長 

深谷 直史 

市民 

三宅三宅三宅三宅    佳典佳典佳典佳典    

自民 

山本 正和 

公明 

窪地 洋 

５５５５．．．．    その他の委員等についてその他の委員等についてその他の委員等についてその他の委員等について 

① 民生委員推薦会委員 

（先例：厚生文教委員長） 

厚生文教委員長 

早川 高光 

② 都市計画審議会委員 

（先例：副議長、各常任委員会委員長） 

副議長 

守屋守屋守屋守屋    孝孝孝孝    

総務委員長 

三宅三宅三宅三宅    佳典佳典佳典佳典 

厚生文教委員長 

早川 高光 

建設消防委員長 

大西大西大西大西    勝彦勝彦勝彦勝彦    

※ 網掛けは任期２年。 

６６６６月の議員活動月の議員活動月の議員活動月の議員活動    

 
１日    水 会派定例会    １３日    月 一般質問 

２日 木 議会初日 １４日    火 一般質問・議会運営委員会 

３日    金 労福協・地協政策懇談会    １５日 水 会派定例会 

４日    土 労福協４０周年記念式典 １６日    木 建設消防委員会 

５日    日 大府市消防操法大会    １７日    金 厚生文教委員会 

５日 日 オリンピック出場壮行会 １８日    木 交通安全モデル地区発会式 

６日 月 ３市２町議員懇談会 ２０日    月 交通安全立哨 

８日    水 安城工場相談日 ２０日    月 総務委員会 

９日 木 会派定例会 ２１日    火 豊田工場相談日    

９日 木 

長草犯罪のないまちづくりモデ

ル地区発会式 

２２日    水 会派定例会 

１０日    金 交通安全立哨 ２３日    木 本会議最終日 

１１日 土 ユタカ議協総会 ２４日    金 松尾製作所相談日 

１１日 土 連合愛知全体会議 ３０日 木 交通安全立哨 

１３日    月 一般質問 


