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後援会だより
日に日に秋が深ま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、夏から秋にかけて台風が多く発生し、この地方では大きな被害に至
らなかったものの、東北・北海道地方に浸水や土砂崩れなど多大な被害をもた
らしました。被災された方々に対し、お見舞いを申し上げます。
大府市では、平成１２年の東海豪雨による甚大な被害を二度と起こさないた
めの治水対策として、クリーンセンター敷地内に、地下式の貯水池設置を進め
ています。「安心・安全な、暮らしやすいまち」を築きあげていくためにも、
これからもよりよい市政運営に力を注いでまいります。
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。
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【報告事項】
１.議会報告
○大府市９
大府市９月定例会報告
定例会報告
【会 期】平成 2８年９月６日（火
日（火）～１０
）～１０月
１０月１１日（
１１日（火
日（火）３６日間
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具体的議案内容

【主な議案】
◇平成 2７年度 決算認定(
決算認定(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)について⇒ 認定
歳入
39,690,752,893 円（前年比 101.3%）
【よしのり解説】
財政状況は概ね良好で、財政力指
歳出
38,449,592,189 円（前年比 102.1%）
数も徐々に上がっており、経済が
差引残額
1,241,160,704 円（前年比 80.3%）
回復傾向にあると考えます。

【普通会計財政指標】
しかし、人件費・扶助費といった
義務的経費が４５％を占めてお
・財政力指数※:３年平均
1.06 （前年 1.05）
り、財政の弾力性を損なうことに
・財政力指数※:単年度
1.11 （前年 1.04）
もなりかねないため、今後も注視
・経常収支比率
85.4% （前年 85.2%）
していかなければなりません。
・公債費比率
0.8% （前年 0.3%）
・実質公債費比率
-2.1% （前年 -1.5%）
※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。
◇大府市事務分掌条例の一部改正について ⇒ 可決
○組織改正に伴い、市長の内部組織の設置及びその分掌する事務について必要な事項を定める
ため、条例を改正するもの。※新市長誕生により、以下の３点が大きな変更点。
①生涯学習分野を市長部局に移管し、教育委員会を学校教育に特化
⇒公民館を地域の活動拠点とし、生涯学習の更なる充実を図る。
②にぎわいと潤いが感じられるまちづくりを所掌する部署として都市整備部を新設
⇒駅周辺の中心市街地活性化として、駐車・駐輪場の整備、ふれあいバスの利便性向上を図る。
③雨水対策を一元的に実施するため、水道部の分掌事務に「総合治水」に関する項目を追加
⇒東海豪雨以降充実を図ってきたが、総合排水計画を見直し、整備及び維持補修を行う。

◇大府市都市公園条例の一部改正について⇒
大府市都市公園条例の一部改正について⇒ 可決
○利用者の利便性の向上を図るため、二ツ池グラウンドの位置づけを見直すとともに、都市公園
の管理を指定管理者に行わせることができるよう、指定管理者の指定の手続きや、その他必要
な事項を定めるため、条例を改正するもの。
※二ツ池グラウンドを利用する際、手続き及び鍵の借り受けを市民体育館に行かなければなら
なかったものを、隣の二ツ池セレトナで手続き及び鍵の借り受けができるようにするもの。
◇一般会計補正予算
一般会計補正予算(
補正予算(第３号)
第３号) ⇒ 可決
会計名
一般会計

補正前
27,737,
737,366

補正予算額
413,
413,477

（千円）
補正後
28,150
,150,
50,843

コンビニでの各種証明書の発行は、平成２９年１０月１日
のサービス開始に向け、準備を進めていきます。各種証明
書は全国の大手コンビニで交付できますが、マイナンバー
カードを取得していることが条件になります。

主な補正予算項目(各種費用項目)
コンビニ交付システム構築業務委託料・データ連携委託料
小規模保育事業施設整備費補助金
大府駅西トイレバリアフリー工事
道路維持事業に係る調査測量・設計監理委託料
道路修繕等工事費
小学校整備工事費・中学校整備工事費
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金
額
１４,３６４千円
５５,７５０千円
３５,０００千円
１５,４９８千円
８４,１４６千円
２３,３３９千円

【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) ⇒ 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) ⇒ 可決
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) ⇒ 可決

補正予算解説
○大府市内の道路について、どんな印象をお持ちでしょうか？
「狭い」「渋滞する」「歩道がない」など、これまでも多くの相談を皆さんから頂きました。
道路には「国道」「県道」「市道」「私道」などがあり、それぞれ管轄が違います。県道につい
ては、県下全域からの改修要請に対し、緊急度や危険度などから判断した優先順位に基づき工
事が行われることから、その順位が低いと判断された場合、申請しても長期にわたって工事が
行われないことも多々あります。
これまで市内の県道の問題箇所につ
いては毎年県に要望を出してきました
待避所
が、大府市として過去から改修を申請し
ている豊田自動織機長草工場西から、東
歩道整備
海市の上野台方面へ向かう県道の拡幅
工事を、昨年初めて市の予算で実施しま
した。補正予算における「道路維持事業
に係る調査測量・設計監理委託料」は、
現時点で同様に市の予算にて県道の改
修工事（待避所の設置、歩道の整備）を
実施することが決定している（２か所）
整備済
工事に関わる測量、設計費用として計上
したものです。

２．トピックス

１．リオオリンピック
１．リオオリンピック祝勝
リオオリンピック祝勝パレード
祝勝パレード開催
パレード開催
９月３日（土）午前９時３０分より、
ＪＲ共和駅から勤労文化会館までの約
１ｋｍの区間を、メダリストが２台の
オープンカーに乗り、祝勝パレードが
行われ、沿道からの「メダルをかじっ
てー」の声に応える場面もありました。
沿道ならびにセレモニー会場には、２
万４千人の人で埋めつくされました。
栄監督、メダルを獲得した選手には、
大府市より「スポーツ栄誉賞」が贈ら
れました。

２．都市鉱山メダル連携促進委員会発足
１０月２１日（金）、至学館大学において「都市鉱山メダル連携促
進委員会」発足式が行われました。この取り組みは、小型家電等を
リサイクルし、メダルを作ろうというものです。そのメダルが東京
オリンピックに正式採用されることを目指し、各方面へ働きかけま
す。作られたメダルがまた大府市に戻ってくることを願っています。

３．揃いのポロシャツで議会
．揃いのポロシャツで議会開催
議会開催
リオデジャネイロオリンピックでの選手の活躍により、金メダ
ルが４個増えました。その功績を讃え、９月議会の初日だけでし
たが、市長をはじめとする執行部および全議員がイエローゴール
ドのポロシャツを着用し、議会が開催されました。このポロシャ
ツは、観光協会が製作・販売したもので、背中のキャラクターは
「おぶちゃん」「共和の金ちゃん」「いもメン」の３種類、色は「ブ
ルー」「ピンク」「イエローゴールド」の３色でした。
ポロシャツ議会の様子

４．秋の定例行事
秋の定例行事が
行事が各地域に
地域にて開催
私も様々な行事に参加させていただきました。（９月２
（９月２日～10
日～10 月８日）

市制４６周年記念式典
（９月２日）

米田保育園運動会
（１０月１日）

米田神社大祭
（１０月２日）

吉田文化ふれあいまつり

（１０月８日）

５．定例の大府市イベント
定例の大府市イベント開催
大府市イベント開催
①福祉・健康フェア（９月 25 日）

テープカット

米田保育園園児による
おぶちゃん体操

②大府市産業文化まつり（10 月 29 日）

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表彰

３．くらしの相談実績
①共西町カーブミラーの設置
共和西区画整理が進み、共和西小学
校から田面交差点方面への道路が開
通したものの、交差点付近の見通しが
悪く、カーブミラーの設置が要望され
ました。交渉により民地所有者の理解
が得られ、民地への設置がされ、安全
に交差点が通れるようになったとの
声をいただきました。
設置されたカーブミラー

②米田町道路補修
米田多目的グラウンドへの経路にて、
水はけが悪く水たまりができてしまう
箇所の改善と舗装路面改修の相談があ
りました。
特に舗装路面の破損については、事故
や怪我につながる危険性が高くなりま
すので、見掛けましたらご一報ください。
万年水たまり解消

舗装路面改修

も ち つ き 大 会 のご案内
と

き

２０１６
２０１６年１２月１８
年１２月１８日（日）
１８日（日）
10 時～14
時～14 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

三宅よしのり後
三宅よしのり後援会事務所前
☆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、
あんこもち、きなこもちが食べられます。
昨年の風景
至:名古屋

≪三宅よしのり事務所のご案内≫

国道 23 号
共和 IC
至:豊明
上徳

茶屋

共栄町３

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

三宅よしのり後援会事務所
三宅よしのり後援会事務所
〔くらしの相談室〕

共和町５北
共栄町

同：もちつき大会会場
共和町２
共和町５

～お気軽にお立ち寄りください～
共和

[だれに相談してよいか分からない事でもＯＫ]
至:大府

至:大府

