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後援会だより
小暑を過ぎ、いよいよ夏本番といったところです。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、今年は４年に１度のオリンピックの年で、大府市にゆかりの
ある選手の活躍が期待されています。大府市内の大学、道場出身の選
手の活躍によりこれまで１０個の金メダルが獲得されており、リオデ
ジャネイロオリンピックでも、レスリング、柔道などでメダル獲得の
期待が高まっています。
大府市としては、アスリートの育つ環境づくりを引き続きできるよ
う、支援して参りたいと考えています。
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 2８年度大府市議会人事
三宅よしのり所属委員会
総務委員会（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 2８年６月２日（木
日（木）～6
）～6 月 2３日（木
日（木）２２
）２２日間
【議 案】◎報告：７件 ◎条例：６件 ◎補正予算：３件 ◎人事：３件 ◎その他：２件
【主な議案】
具体的議案内容

１）大府市子ども・子育て応援基金条例の制定について
大府市子ども・子育て応援基金条例の制定について⇒
・子育て応援基金条例の制定について⇒ （原案可決）
◎大府市子ども・子育て応援基金を設置するため、当該基金について必要な事項を定めるもの
背景 全国的に少子化が進行する中、大府市は積極的に子育て支援策を推進してきましたが、
育児に関するニーズや環境は、今後も大きく変化することが予想されるため、次世代
の社会を担う子どもの健やかな育ちと子育てを応援するための財源を安定かつ計画的
に確保するために基金を設置する。
内容
基金の充当
子ども、家庭、市民、地域、事業者など、子育てに関わる全ての主体を
対象事業
応援し、次世代を担う子どもの健やかな成長に資するための事業。
積み立ての
基金設置当初に 2,100 万円（久野前市長からの寄付１００万円含む）を
ルール
積立て、以降は基金利子及び指定寄付金を加えた金額を積み立てる。
現時点での状況を踏まえ基金の積立額を設定しているが、社会情勢等の
今後の見直し
変化により見直しが必要な場合も想定されるため、今後、関係各課と調
(予定)について
整しながら運用していく。

２）大府市消費生活センター条例の制定について⇒
大府市消費生活センター条例の制定について⇒ （原案可決）
◎消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるもの
背景 現在半田市にある、「知多消費生活相談室」が平成３０年に廃止されること、また、
人口５万人以上の全市町には消費者センターの設立が促進されていることから、
大府市単独で消費者センターを設置することとした。
場所 大府市役所横、ＮＴＴ西日本大府ビル内（ワークプラザおおぶと同ビル）

具体的議案内容

３）大府市使用料条例の一部改正について
大府市使用料条例の一部改正について⇒
使用料条例の一部改正について⇒ （原案可決）
◎おおぶ文化交流の杜のスタジオ使用時間及び料金の改正
背景 スタジオ使用の入れ替えに空白時間がなく、改善を望む声が出ていた。
対策

１０分間の空白時間を設け、スムーズな引き渡しができるように変更
しました。また、これに合わせて料金の見直しを行いました。

(例)
Ａスタジオ

改正前
改正後

午前９時から１２時まで
午前９時から１１時５０分まで

１，５５０円
１，４６０円

４）平成 2８年度大府市一般会計補正予算（第２号）⇒
８年度大府市一般会計補正予算（第２号）⇒ （原案可決）
（補正前）２７，４３６，７４７千円
（補正後）２７，７３７，３６６千円
概要

（補正額）３００，６１９千円

平成２８年３月に市長選挙があったため、平成２８年度予算は骨格予算であった。
平成２８年３月に市長選挙があったため、平成２８年度予算は骨格予算であった。
選挙戦中の公約を実現するため、新市長の“想い”を反映した補正
選挙戦中の公約を実現するため、新市長の“想い”を反映した補正予算。
補正予算。

主な項目 （市長の７つのマニフェスト大項目）
①安心して子育てと暮らしができるまち
保育園給食室の修繕と、ノロウィルス等の食中毒予防の
給食事業
ため、トイレの洋式化及び厨房設備の更新。
②オンリーワンの健康都市づくりと発信
市庁舎敷地内に、コグニサイズができるラダーを設置。
庁舎管理事業
③教育新生による人づくりと女性の活躍推進
児童生徒
スクールカウンセラーの増員と、心の相談員の対応時間
指導推進事業
指導推進事業 を拡大し、児童生徒の指導業務を充実。
④賑わいと潤いが感じられる快適なまち
側溝の整備や舗装の補修等の工事費を増額し、生活道路
生活道路
整備促進事業 整備の促進。
⑤災害のない安心安全で住みよいまち
木造住宅
これまで最大１２０万円（高齢者世帯等は＋２０万円）
耐 震 改 修 費 ＋市内業者利用時には、更に２０万円上乗せ。
補助金
防 犯 カ メ ラ 大府駅駐輪場に１２基、共和駅駐輪場に５基、共和駅警
更新等工事
察官警備詰所に 1 基設置。
⑥働く場があり豊かな暮らしのできるまち
特産品（ぶどう等）を地域ブランドの向上に向け、返礼
ふるさと
納税業務委託 品として選定。
⑦持続可能な行政経営（改善・協働・分権・広域）
市長が地域に出向いて市民の声を直接聴くためのイベ
懇談会事業
ント「まちトーク」を開催。

５）人事案件⇒
人事案件⇒ （全て同意）
全て同意）
①監査委員の選任について
・８年間監査委員として務めた「外園茂氏」の任期満了に伴い、再任するもの。
②固定資産評価員の選任について
・慣例として副市長が選任されており、第１回臨時会で承認された副市長を選任するもの。
③固定資産評価審査委員会委員の選任について
・９月に任期満了を迎える「杉浦俊道氏」を再任するもの。

３．三宅よしのり一般質問報告【質問日：平成２８年６月１４日（火）
３． 三宅よしのり一般質問報告【質問日：平成２８年６月１４日（火）】
一般質問実施の背景
大府市での公共下水道整備については、昭和６３年に大府市下水道条例が
施行され、平成元年より順次供用が開始されました。かつては、企業から
の排水で水質が汚染されていましたが、国の規制強化により企業からの排
水は格段に向上しました。大府市での公共下水道整備率はほぼ１００％
（市街化区域）で、平成２６年度で計画は、ほぼ完了しましたが、市街化
調整区域からは生活排水が流出している現状から、市街化調整区域での今
後の計画を質問しました。また、公共下水道整備によって水質が向上した
ことで、水に親しむ、更に水質向上を目指す心を醸成するため、親水空間
の整備について質問しました。
汚水処理について
【三宅Ｑ】 公共下水道整備区域外の各家庭への啓発及び目指す姿の理解度は？

市民意識調査における水質保全に満足している市民の割合が、平成３２年度の目標
【行政 A】 である３５％を、昨年度４３．７％と既に超えており、市民の理解が進んだことに
より満足度が上がったものと理解しています。
１０の自治区に配置されている「市生活排水クリーン推進員」の活動は、公共下水
【三宅Ｑ】 道整備状況に違いがあれば、特別な取り組みをしているのか？また、カギとなるの
は意識の低い方の意識をどうやって高めるかであるが、方策は？
毎年３回の会議を行っており、年度末には報告会も行っています。その場で、他の
自治区の取り組みに興味があれば取り入れるなどしています。石鹸作りなどに参加
【行政 A】
される方は意識の高い方々ではありますが、不特定多数の方が集まる運動会などで
も活動をして頂いています。
【三宅Ｑ】 公共下水道の全体計画の見直しの検討はされるのか？

これまで、過去２回の見直しを行い、今年度は３回目の見直しをします。今後は、
【行政 A】 計画の進捗状況、周辺の状況変化に合わせて、市街化調整区域でも、市街化区域に
近接する既存集落などについて、見直しをしていく予定です。
親水空間の整備について
【三宅Ｑ】

ため池に入って遊べることで、豊かな心が醸成されると考えますが、親水空間の今
後の整備計画は？

現在、宮内町の神様池にてため池の親水空間整備工事を実施しており、せせらぎ水
路や生態系にも配慮したビオトープ、散策路の整備を進めています。今後の整備計
【行政 A】
画については、農業用ため池であることから、下流の農業者への水質の影響、安全
性に対する国からの通達等も踏まえ、関係課と調整を図りながら進めていきたい。
【三宅Ｑ】 飛び石を設置するなど、河川の親水空間を整備する考えはないか？

本市では、公園やため池を緑で結ぶことにより、水と緑のネットワーク化を図り、
【行政 A】 自然と人とのふれあい・多様な生物の良好な環境を形成するため、緑道の整備を推
進しています。今後、河川沿いの緑道を整備する中で、検討していきたい。

よしのりの一言

公共下水道の整備促進と併せて、一人一人の心構えによる水質保全が大変重要と考えています。
昔のように（半世紀前）素足で入って遊べる川になるよう、大府市民の皆様のご協力をお願い致
します。

４．トピックス
人口９万人達成記念セレモニー
◆全国的に人口が減少する自治体が多い中、大府市は昨年
度市制４５周年を迎え、平成２７年度末（平成２８年３
月）に、人口が９万人を突破し、４月１０日に庁舎前の
健康広場にて、達成記念セレモニーが行われました。
人口９万人目となったのは、柊山町在住の山田家の長男、
蒼斗くん。子育て支援の充実した大府市に相応しい、誕
生したばかりの赤ちゃんです。ご家族が、久野前市長、
オブちゃんと共に植樹されたのはハナモモの木で、赤と
白の花を咲かせるということで、子供の成長とともに、
植樹したハナモモの木の成長も見に来たいとのことで
した。なお、久野孝保前市長は、４月１２日が任期の、退任を控えた最後のタイミングでのセ
レモニーとなりました。

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。

201６
201６年 8 月 2８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
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