
    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

                                                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

【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 2222７７７７年年年年９９９９月月月月２２２２日（日（日（日（水水水水）～）～）～）～１０１０１０１０月月月月５５５５日（日（日（日（月月月月））））３３３３４４４４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】    

    

◇◇◇◇平成平成平成平成 2222６６６６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、水道事業会計、水道事業会計、水道事業会計、水道事業会計))))について⇒について⇒について⇒について⇒    認定認定認定認定    

歳入 39,198,667,569 円（前年比  97.1%） 

歳出 37,652,803,409 円（前年比  96.9%） 

差引残額  1,545,864,160 円（前年比  102.9%） 

 

【普通会計財政指標】 

・財政力指数※:３年平均  1.05 （前年 1.04） 

・財政力指数※:単年度 1.04 （前年 1.04） 

・経常収支比率 85.2% （前年 85.0%） 

・公債費比率  0.3% （前年 1.5%） 

・実質公債費比率  -1.5% （前年 -0.6%） 

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

財源があることを表します。 

    

◇◇◇◇大府市個人情報保護条例の一部改正について大府市個人情報保護条例の一部改正について大府市個人情報保護条例の一部改正について大府市個人情報保護条例の一部改正について    ⇒⇒⇒⇒    可決可決可決可決 

○「マイナンバー法」の施行に伴い、特定個人情報の適正な取り扱いを確保す

るため、条例を改正します。目的以外は使用されません。 
    

◇◇◇◇大府市手数料条例の一部改正について大府市手数料条例の一部改正について大府市手数料条例の一部改正について大府市手数料条例の一部改正について⇒⇒⇒⇒    可決可決可決可決    

        ○「マイナンバー法」の施行に伴い、配布される「通知カード」及び来年 1 月

から希望者のみ発行される「個人番号カード」の再発行にかかる手数料の 

規定を追加するものです。 

○また、「通知カード」の再発行手数料は５００円、「個人番号カード」再発行 

手数料は８００円ですので、紛失しないよう保管してください。 

報 告    条 例    補正予算    その他 決 算    人 事    意見書    

７件 ６件 ３件 ３件 ６件 ２件 ３件 

 

 

発 行 三宅よしのり 後 援 会 

事務所 〒474-0061 

大府市共和町四丁目 

282 番地 

℡：0562-47-1450 

No.No.No.No.23232323        2012012012015555 年年年年 11111111 月月月月    

 

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、大府市制４５周年を迎え、多くの記念事業が行われています。私自

身が子どもの頃から大府市の行事に参加していたことを思い出します。産業ま

つりで樹脂成型の石鹸入れを貰うのに並んだり、昭和５３年の大府駅の駅舎建

替えのセレモニーを見にいったり・・。その頃と比べれば道路も増え、道幅も

広がり、ずいぶん変わりました。しかし、まだまだ発展する大府市を暮らしや

すいまちにつくりあげていくために、これからも頑張っていきます。 

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・歳出ともに減少したの

は、大きな事業（文化交流の杜

建設）が終了したことによるも

のです。財政状況は概ね良好

で、財政力指数も徐々に上が

り、経済が回復傾向にあると考

えます。（大府市は全国で５５

しかない不交付団体の一つで

す。） 

マイナちゃん 



    

◇◇◇◇一般会計一般会計一般会計一般会計補正予算補正予算補正予算補正予算((((①市道整備①市道整備①市道整備①市道整備) ) ) ) ⇒⇒⇒⇒    可決可決可決可決 

    

会計名会計名会計名会計名    補正前補正前補正前補正前    補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額    補正後補正後補正後補正後    

一般会計一般会計一般会計一般会計    
26,602,96426,602,96426,602,96426,602,964    28,17228,17228,17228,172    26,631,13626,631,13626,631,13626,631,136    

    

市道荒池-長草線北（右図中点線）において、早期開通

に向けての用地交渉の結果、買収に応じて頂けました。 

    一部で代替地の希望があり、市街化調整区域の農振農用

地のため農振除外の手続きが必要となり、時間を要するた

め初日議決で対応しました。 

    

◇一般会計補正予算◇一般会計補正予算◇一般会計補正予算◇一般会計補正予算((((②各種費用②各種費用②各種費用②各種費用) ) ) ) ⇒⇒⇒⇒    可決可決可決可決 

    

会計名会計名会計名会計名    補正前補正前補正前補正前    補正予算額補正予算額補正予算額補正予算額    補正後補正後補正後補正後    

一般会計一般会計一般会計一般会計    
26,631,13626,631,13626,631,13626,631,136    146,547146,547146,547146,547    26,777,68326,777,68326,777,68326,777,683    

特別会計特別会計特別会計特別会計    
12,213,59112,213,59112,213,59112,213,591    83,37683,37683,37683,376    12,296,96712,296,96712,296,96712,296,967    

    

主な補正予算項目(②各種費用項目) 金  額 

認定こども園施設型給付金 １７,７６９千円 

個人番号カード交付事業費交付金 ２１,６３６千円 

道路維持事業に係る調査測量・設計監理委託料 ４１,１５５千円 

障害児通所給付費 ２０,５６６千円 

 

    

【意見書】【意見書】【意見書】【意見書】    

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の堅持及び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    

※定数改善計画：少子化に伴い減少した教職員を増員（子ども達の育成に影響が出ない配置）する計画 

②国の私学助成の増額と拡充に関する意見書(全会一致全会一致全会一致全会一致))))    ⇒⇒⇒⇒    可可可可決決決決    

 
  
 

③愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書(全会一致全会一致全会一致全会一致))))    ⇒⇒⇒⇒    可可可可決決決決    

 

 

【【【【請願書請願書請願書請願書】】】】    

「安全保障関連法案」は国民の理解が得られるまで採択を行わないことを国に求める意見書の 

採択を求める請願書(可否同数可否同数可否同数可否同数    議長裁決議長裁決議長裁決議長裁決))))    ⇒⇒⇒⇒    不採択不採択不採択不採択 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

○今年度当初予算に計上されました、「大府みどり公園バーベキュー広場」整備事業の概要が

決まりました。 

○これまでは駐車場から遠く、常設の設備もない状況でしたが、バーベキュー設備を整備する

とともに、利用頻度の少なかった西口から荷下ろしができるよう駐車スペースを確保する予

定です。（また、運搬用の台車を常設する予定です。） 

○特に、バーベキューサイトでは、 

全て１０人程で利用でき、炉付 

きブースは１１箇所、持ち込み 

ブースは２０箇所あるなど最大 

で３００人程が楽しめる広さに 

なっています。 

（なお、利用料金は、近隣市町 

の利用料を参考に検討を進めて 

います。） 

大府市先取り情報 

 

（千円） 

（千円） 

大府市共西町荒池保育園周辺 



２２２２．トピックス．トピックス．トピックス．トピックス    

    

    

１．１．１．１．大府市制４５周年記念事業大府市制４５周年記念事業大府市制４５周年記念事業大府市制４５周年記念事業が実施されました。が実施されました。が実施されました。が実施されました。    

    

事業事業事業事業①①①①：：：：市制４５周年記念式典市制４５周年記念式典市制４５周年記念式典市制４５周年記念式典    

    ９月１日午前９時３０分より、勤労文化会館にて功労者表彰な

ど、功績のあった方々の表彰がありました。 

 

事業事業事業事業②②②②：：：：中学生議会中学生議会中学生議会中学生議会    

 今回で３回目となる中学生議会は、８月２６日午前１０時に開

会し、６件の一般質問、２件の決議が盛り込まました。 

決議の内の１件は、携帯・スマホの取り扱いについて、勉強中

は近くに置かない、時間を決めて親に預けるなどの規制を生徒

会が中心となって全中学生に展開するというものでした。 

 

事業事業事業事業③③③③：：：：おおぶこどものまちおおぶこどものまちおおぶこどものまちおおぶこどものまち（１２月実施予定）（１２月実施予定）（１２月実施予定）（１２月実施予定）    

 ７歳から１５歳までのこどもが、市民登録をし、文化交流の杜

内に設置した模擬都市の中で遊びと体験を通して社会の仕組み

や人との関わりを学びます。こども達は、模擬のハローワーク

で仕事を探して、働き、通貨を稼いだり、それで好きなものを

買ったり、食べたりして体験学習をします。（ドイツのミュンヘ

ンが発祥の地で国内では高知市で行われているイベントです。） 

 

２．２．２．２．各各各各地域地域地域地域において秋の定例において秋の定例において秋の定例において秋の定例行事行事行事行事が行われました。が行われました。が行われました。が行われました。    

私も様々な行事に参加させていただきました。私も様々な行事に参加させていただきました。私も様々な行事に参加させていただきました。私も様々な行事に参加させていただきました。（９月（９月（９月（９月１１１１8888 日～日～日～日～10101010 月月月月４４４４日）日）日）日）    

 

 

 

 

 

 

 

 

３．３．３．３．定例の定例の定例の定例の大府市イベント大府市イベント大府市イベント大府市イベントも開催されました。も開催されました。も開催されました。も開催されました。    

            ①①①①福祉・健康フェア福祉・健康フェア福祉・健康フェア福祉・健康フェア（（（（９９９９月月月月 22227777 日）日）日）日）                        ②②②②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（（（（10101010 月月月月 31313131 日）日）日）日）    

    

    

    

    

    

    

    

    

４．４．４．４．「大倉公園「大倉公園「大倉公園「大倉公園    茅葺門茅葺門茅葺門茅葺門」が」が」が」が登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財登録有形文化財にににに指定指定指定指定されました。されました。されました。されました。    

    

    

    

    

    

    

    

    

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 

美しいまち条例での 

団体表彰 

福祉・健康フェア 

オープニングセレモニー テープカット 

大倉公園の茅葺門は、昭和５４年、県道沿い

にあったものを現在の場所に移築し、最近で

は、平成２１年に、友好都市である遠野市か

ら職人を呼び、茅葺屋根が葺き替えられまし

た。 

市政45周年記念式典 

中学生議会 



    

 

 

 

○平成２８年７月に予定されていま

す、参議院議員選挙において、全ト

ヨタ労連・愛三工業労組は、愛知選

挙区には斎藤嘉隆氏、比例代表には

はまぐち誠氏を推薦決定しました。 

○私、三宅よしのりもこの二人を自信

を持って応援します。 

 

 

 

【愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。【愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。【愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。【愛三工業労働組合から物品が寄贈されました。（（（（１０月２８１０月２８１０月２８１０月２８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。 

○大府市では、障がい者・高齢者への対応として 

各公共施設に車いすを配置していますが、利用 

者数によっては十分ではない施設もあり、計６ 

台の車いすを寄贈することとなりました。 

（車いすは、保健センター、大府児童老人福祉 

センター等へ配置されます。） 

 

 

 

と  き  ２０１２０１２０１２０１５５５５年１２月年１２月年１２月年１２月２０２０２０２０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。 

も ち つ き 大 会    のご案内のご案内のご案内のご案内    

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 

愛知選挙区 

斎藤斎藤斎藤斎藤    嘉隆嘉隆嘉隆嘉隆 現１期 

比例代表 

はまぐちはまぐちはまぐちはまぐち    誠誠誠誠    新人 

よしのりのひとりごとよしのりのひとりごとよしのりのひとりごとよしのりのひとりごと    


