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梅雨明けと同時に、連日厳しい暑さが続いておりますが、いかがお
過ごしでしょうか。
さて、４月に行われました統一地方選挙では、２，０８６票という
付託を受け、２期目の当選を得ることができました。引き続き頑張っ
て参りますので、変わらぬご支援をよろしくお願い申し上げます。
大府市議会では、昨年の６月議会で議員定数２議席削減が可決さ
れ、１９議席での選挙となりました。その中で、女性議員が３名から
６名となりましたので、女性ならではの目線で大府市政をチェックし
てもらうことに期待したいと思っています。
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

【報告事項】

大府市議会議員

三宅 佳 典

１．大府市
１．大府市議会
大府市議会５月臨時会報告
議会５月臨時会報告
平成 2７年度大府市議会人事
三宅よしのり
所属委員会

・建設消防委員会（委員長）

・議会運営委員会

・知多北部広域連合議会

２．大府市
２．大府市議会
大府市議会 6 月定例会報告
定例会報告
【会 期】平成 2７年６月２日（火
日（火）～6
）～6 月 2５日（木
日（木）２４
）２４日間
【議 案】◎報告：８件 ◎条例改正：２件 ◎補正予算：１件 ◎人事：２件 ◎その他：４件
【主な議案】
具体的議案内容

１）大府市税条例の一部改正について
１）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）
◎地方税法の一部改正等に伴い、条例が改正されました。
内容：
内容：①行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律の施行に伴う手続規定の整備
規定の整備※
規定の整備※
②市たばこ税の税率の見直し（旧三級品６銘柄の税率の特例を
平成31年４月までに段階的に廃止するもの）
③規定の整備

マイナちゃん

※規定の整備
規定の整備では具体的に、これまでの「氏名又は名称」とい
整備
う表現だったものに、マイナンバー制になることにより、「個
人番号又は法人番号」が追加されました。

２）大府市情報公開条例及び大府市個人情報保護条例の一部改正
２）大府市情報公開条例及び大府市個人情報保護条例の一部改正⇒
大府市情報公開条例及び大府市個人情報保護条例の一部改正⇒ （原案可決）
◎大府市土地開発公社の解散に伴う規定の整備がされました。
内容：現在は高度経済成長期のような公共施設の建設もなく、道路建設がほとんどであり、
内容：
公社が機能していない状況にありました。また、一定の費用がかかることから、役
目を果たしたとして、解散することを踏まえた条例の改正がされました。
①大府市情報公開条例の一部改正
②大府市個人情報保護条例の一部改正
※実施機関から大府市土地開発公社を削除し、大府市長に引き継ぐ

具体的議案内容

３）平成
３）平成 2７年度大府市一般会計補正予算に
年度大府市一般会計補正予算について ⇒ （原案可決）
・一般会計補正予算（予算額：3
一般会計補正予算（予算額：33,964 千円）
款

歳出項目

総務費
民生費

車両減額 ※１

△7,781 千円

協働のまちづくり推進基金積立金（寄附充当
（寄附充当※２
（寄附充当※２）
※２）

4,180 千円

少年少女発明クラブ交付金増額（寄附充当
（寄附充当※２）
（寄附充当※２）

4,452 千円

生活保護電算システム改修委託料

1,315 千円

補助幹線道路改良事業
土木費

土地購入費増額
物件等保障費

登記事務等手数料増額

教育費

26,652 千円
7,192 千円
1,200 千円

緑化基金積立金（寄附充当）
消防費

補正予算額

207 千円

緊急業務管理事業

施設用備品（寄附充当
（寄附充当※２）
（寄附充当※２）

200 千円

消防団管理運営事業

消耗品費増額（寄附充当※２）
（寄附充当※２）

170 千円

奨学基金積立金（寄附充当
（寄附充当※２）
（寄附充当※２）

100 千円

※１車両減額
※１車両減額：
車両減額：平成２７年度、究極のエコカー“ＭＩＲＡＩ”を知多半島５市の市長会で自治体
での購入を決定したが、平成２７年度内の納車が不可能であるため、一般会計では減額補正
をし、代わりに平成２８年度から平成３０年度までの債務負担行為とすること。
※２寄附充当：
※３により、寄
寄附充当：寄附によって歳入があった項目について、マッチングギフト方式※３
※３
附額と同額を予算から歳出すること。
※３マッチングギフト：市民や民間企業などから、社会貢献などの目的で事業に対して寄附が
マッチングギフト
あった場合、その寄付額と同額の予算を一般会計から繰り出し、寄付者の気持ちに応え
手厚く支援すること。

４）工事請負契約の締結
４）工事請負契約の締結について
工事請負契約の締結について⇒
について⇒ （原案可決）
◎平成２７年５月７日の総合評価指名競争入札に付
した「川池バイパス水路工事」の請負契約を締結
するための議案。
内容：
内容：川池周辺の若草町では、これまで集中豪雨の
際、何度か浸水被害に見舞われてきました。
地中に一時貯留する管を埋設し、被害を減少
させるために設置します。
①工事場所：大府市若草町地内ほか（右図参照）
②工事延長：３９９．３ｍ
③工事概要：推進工法及び開削工法による雨
水管の新設
④契約金額：２３８,６８０,０００円
⑤工期予定：契約の日の翌日から平成２８年
３月２４日まで
※大府市では、予定価格１億５千万円以上の工事請負の場合、議決が必要

【意見書】
安全保障法制の見直しを慎重に行うよう求める意見書
安全保障法制の見直しを慎重に行うよう求める意見書 ⇒

（原案否決
（原案否決）
否決）

安全保障関連法案を国会で審議する中、世論調査で６割を占める反対の民意を国政に届けるた
め意見書を提出しましたが、大府市議会では可否同数となり、自民クラブ選出の議長裁決によ
り否決
否決されました。
否決
大府市自治功労者の推薦について⇒ （原案可決）
大府市自治功労者を推薦するため、大府市表彰条例により、議会の同意を得るもの。
氏

名

主 な 経 歴

磯谷 智生

体育協会会長１４年、商工会議所会頭２年

深谷 良一

文化協会会長１２年

高池 文夫

市議会議員８年、体育協会副会長４年

平成２７年９月１日に行われる“市政４５周年記念式典”にて表彰されます。

３．暮らしの相談実績報告
側溝の破損修繕
◆場所：共和町４丁目地内
◆背景：昨年度大府市内では、グレーチングが跳
ね上がり、車を破損させ、賠償するとい
うことが多発しました。右の写真のよう
に、側溝の破損によりグレーチングが変
形し、大きな音が発生するなど、近隣住
民から苦情が出ていました。
◆内容：側溝が修繕され、変形したグレーチング
が新しいものに交換され、安全の確保や
騒音の抑制につながったとの声を頂きま
した。

共和西公園の砂場カバー修繕、足洗い場のつまり修繕
◆場所：共西町４丁目共和西公園内

①

◆内容①：砂場を使用していない時は、犬や猫が
入るのを防ぐためにネットをかぶせて
いましたが、ところどころにほつれや
穴が開き、犬猫が入った形跡が見られ
ましたので、防護ネットの修繕を依頼
しました。
◆内容②：足洗い場の排水つまりでこれまでも改
善依頼がありました。危険防止のため
段差のない形状で砂が入りやすいため、
気をつけて頂くための表示を設置しま
した。
多くの市民が利用する公園です。大事に使いましょう。
多くの市民が利用する公園です。大事に使いましょう。

②

よしのりのひとりごと
安倍政権での集団的自衛権の行使容認が閣議決定され、衆議院
において安全保障関連法案が強行採決されました。私はこのまま
では、自衛隊員が戦場に派遣され、多数の戦死者が出る危険性が
あると考え、悲しむ人が増えることは絶対にあってはならないと
思っています。
そこで、民意が国政に届くよう、大府市議会に前ページに記載
した意見書を自民クラブ・公明党が賛成できるように工夫しなが
ら提出しました。大府市議会では可否同数（賛成と反対が同じ数）
となり、議長裁決（議長は自民クラブ）により否決されてしまい
大変残念でなりません。私は憲法に基づき、国会として、もっと
徹底的に審議を尽くした上で判断すべきことであると考えます。
また、皆様のご意見など、お聞かせください。

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。

201５
201５年 8 月 2３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

≪三宅よしのり事務所のご案内≫

至:名古屋
国道 23 号
上徳

共和 IC

至:豊明

共栄町３

茶屋

三宅よしのり後援会事務所
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

ＪＲ東海道本線

愛三工業

愛三工業労働組合内

後援会事務所
〔くらしの相談室〕

共和町５北

共和町５

共栄町

共和町２

～お気軽にお立ち寄りください～
共和

至:大府

至:大府

