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後援会だより

初春の候、皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上
げます。また、日頃より多大なご支援を賜り、厚くお礼申し上げます。本年
も皆様にとって、よき年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。
昨年は、熊本地震、相次ぐ台風上陸などによる自然災害、また、年末には
新潟での大規模な火災・延焼により大きな被害に見舞われた年でもありまし
た。一方、リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでは日本人選手
の活躍により大いに盛り上がり、大府市ゆかりの選手が多くの金メダルを獲
得しました。昨年末発表された世相を表す漢字一文字は、「金」であり、ま
さに「金メダルのまち大府市」を象徴するかのような一年であったと感じて
います。
新たな一年が輝かしい年になりますよう、ご祈念申し上げます。
それでは、１２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

【報告事項】
１．議
１．議会報告

大府市議会議員

よしのり

三宅 佳典

○大府市１２
大府市１２月
１２月定例会報告
定例会報告
【会 期】平成 2８年１１月３０日（
３０日（水
日（水）～１２
）～１２月
１２月２０日（火
日（火）２１日間
【議 案】◎報告：３件 ◎条例：８件 ◎補正予算：２件 ◎その他：３件 ◎意見書：１件
具体的議案内容

【主な議案】（抜粋）
条例関係
◇大府市行財政改革委員会条例の制定について⇒
大府市行財政改革委員会条例の制定について⇒ ＜可決＞
可決＞
・現在の「財政問題懇話会」を廃止し、新たに「大府市行財政改革委員会」が設置されます。
・これまでの「財政問題懇話会」では、市長もその委員でありましたが、今後市長は委員から外れ、
委員会としての意見の答申に対し、市長が最終的に判断するようになります。
◇大府市税条例等の一部改正について⇒
大府市税条例等の一部改正について⇒ ＜可決＞
可決＞
①個人市民税及び法人市民税に係る延滞金の計算期間等の見直し
⇒当初申告を行った後に減額是正があり、更にその後、増額是正や修正申告があった場合、新たに延滞
金を課さない期間と金額について規定するものです。
②軽自動車税及び特別土地保有税に係る減免申請書の提出期限の見直し
⇒申請者の利便性向上のため、減免申請の期限を「納付期限７日前」から「納付期限」に変更されます。
③個人市民税の医療費控除の特例の創設
⇒特定健診や人間ドックなどを受診している方で、通院せずに予防に取り組ま
れている方が市販薬を購入した場合、その市販薬が特定の医薬品であり、年
間１万２千円を超える額については、所得控除の対象となります。ただし、
医療費控除を受ける場合は適用除外となります。

◇大府市児童老人福祉センター等の設置及び管理に関する条例の一部改正について⇒
大府市児童老人福祉センター等の設置及び管理に関する条例の一部改正について⇒ ＜可決＞
可決＞
・北山老人憩いの家と北山児童センターを一体的に管理することとし、この二つを合わせて「北山児
童老人福祉センター」となります。
◇大府市火災予防条例の一部改正について⇒
大府市火災予防条例の一部改正について⇒ ＜可決＞
可決＞
・祭礼、縁日、花火大会など、多くの出店が立ち並ぶような屋外での
催しのうち、「大規模」と消防長が定めたものの規定追加（防火担
当者や、火災が発生した場合における消火活動・通報連絡及び避難
誘導係の設置等）をするものです。また、火災とまぎらわしい煙等
を発する行為等は、届出をしなければなりません。
予算関係
◇一般会計補正予算及び農業集落排水事業特別会計補正予算⇒
一般会計補正予算及び農業集落排水事業特別会計補正予算⇒＜
補正予算⇒ ＜可決＞
可決＞
・一般会計補正額：
款
総務費

民生費
土木費
教育費

575,001 千円 補正後予算規模：28,725,844 千円
（千円）
項
目
金 額
ふるさと納税業務委託料増額
30,000
庁用備品増額（事務机更新）
6,398
ふるさと納税返礼品の
勤労文化会館整備工事費増額（空調更新等）
9,724
ぶどう
臨時福祉給付金増額（国庫支出金）
150,000
保育所整備事業（荒池保育園測量・設計委託料増額）
48,397
幹線道路整備事業費土地購入費増額（柊山－大府線）
47,732
小学校土地購入費（共和西小学校）
139,553
中学校整備工事増額（大府中渡り廊下撤去等）
24,824
公民館事業（整備工事増額：トイレ改修、空調更新等）
6,689
保育所整備事業

・農業集落排水事業特別会計補正額：732 千円 補正後予算規模：12,037,603 千円
※補正の理由：木の山処理場の自家発電機修理のため
その他
◇指定管理者の指定⇒
指定管理者の指定⇒ ＜可決＞
可決＞
公の施設の指定管理期間満了のため、指定管理者を指定するもの。
公の施設の名称
大府市民活動センター
大府市石ヶ瀬会館
大府市デイサービスセンター
長草デイサービスセンター
大府市勤労文化会館
大府市民体育館
二ツ池セレトナ・二ツ池公園グラウンド

指定の相手方
特定非営利活動法人愛知ネット
ＮＰＯ法人ミューぷらん・おおぶ
社会福祉法人大府市社会福祉協議会
大府市文化協会・㈱ピーアンドピー共同体
大府市体育協会・ＯＢＵエニスポ共同体
アクティオ㈱

指定期間
３年
５年
５年
５年
５年
５年
５年

◇市道の路線変更について（この１２月議会から運用開始）
市道の路線変更について（この１２月議会から運用開始）⇒
（この１２月議会から運用開始）⇒ ＜可決＞
可決＞
・これまで、同一路線であった場合でも、起点及び終点のいずれかまたは両方変更する場合、一旦路線の
廃止を行ったあと認定をしていましたが、一括処理することにより事務手続きの簡素化及び短縮が図ら
れます。
◇工事請負契約の変更について⇒
◇工事請負契約の変更について⇒ ＜可決＞
可決＞
・工事名：六間調整池設置工事
・契約金額：532,364,400 円（変更前）→781,234,200 円（変更後）248,869,800 円（差）
・変更理由：建設予定地の土壌調査を実施したところ、環境基準を超える土壌汚染が確認され、汚染土壌
の除去及び工法の変更が必要となったため。

意見書
意見書
◇給付型奨学金制度の創設、無利子奨学金の拡充等を求める意見書⇒
給付型奨学金制度の創設、無利子奨学金の拡充等を求める意見書⇒ ＜採択＞
・提案会派だけでなく、他の会派と調整を行った結果同意が得られたため、議会運営委員会から大府
市議会として提出しました。既に国会では、給付型奨学金制度の導入は決定していますが、従前の
有利子奨学金の利率の見直しも含めて提出しました。
◇保育士の処遇と配置基準の改善を求める意見書⇒
保育士の処遇と配置基準の改善を求める意見書⇒ ＜採択＞
・国会でも、待機児童問題が問題視されていましたが、それとともに喫緊の課題となっているのが、
保育士の処遇の問題です。賃金が低いからなり手がいない、人手不足により業務過多の状況に陥る、
仕事がきついから人手不足になるなどの、課題の改善を求めるものです。

２．くらしの相談実績報告
．くらしの相談実績報告

○米田町道路改修
市街地でも農道でも、使用頻度が多い少ないに関わらず、
路面が破損していれば、歩行者の安全、車両の事故を防
ぐために改修しなければなりません。車両底部に接触す
るほどのへこみと盛り上がりがありましたが、きれいに
なりました。

３．トピックス

改修後

ふるさと納税の返礼品取扱い開始

１．ふるさと納税とは
「ふるさと納税」は、自治体に寄附をすることで、その寄附額の一定限度額が個人住民
税及び所得税から控除される制度です。
大府市では、これまで「ふるさとおおぶ応援寄附金」という名目で続けてきましたが、こ
こ数年の実績では年に１～２件ほどであり、また、最近では返礼品を取り扱う自治体が増え
たことから、大府市としても、特産物、市内事業所の製品・加工品などを全国に発信する返
礼品として取り扱うこととしました。
２．返礼品（７５品目）
２．返礼品（７５品目）
①大府市特産のぶどう、ジャンボ梨、大府市で育った黒毛和牛をはじめ、大府市ゆかりの企業
の商品を取り扱っています。
②「ふるさと納税」の返礼品交換は、ポイント制を導入しています。１万円で５０ポイント、
それ以上は、５千円毎に２５ポイント付与され、インターネットサイト「ふるぽ」で自由に
選択できます。

大府市特産のぶどう、ジャンボ梨

黒毛和牛

３．対象者
１万円以上の寄付をされる個人
個人で、市外在住
市外在住の方が対象です。
個人
市外在住

寝具・ベッドマット

４．その他行事
①大府南中学校
大府南中学校合唱祭
学校合唱祭(11/11)
合唱祭(11/11)

②大府シティ健康マラソン大会(11/13)
大府シティ健康マラソン大会(11/13)

３年生の合唱は、「さすが」と思わせる
ような貫禄がありました。

③自動車総連代表者の集い(11/30)
③自動車総連代表者の集い(11/30)

毎年 AISAN Racing チームが先導を任せても
らっています。４６７０人の方々が出場し、
練習の成果を発揮されていました。

④米田保育園生活発表会(12/3)
④米田保育園生活発表会(12/3)

自動車産業に携わる国・県・市町の議員
と組織の代表が集い、政策制度課題の共
有を図りました。

⑤連合愛知政策推進議員
⑤連合愛知政策推進議員懇談会
政策推進議員懇談会総会
懇談会総会(12/
総会(12/10
(12/10)
10)

知多半島５市５町の議員の代表幹事とし
て、連合愛知の政策推進議員幹事に就任し
ました。懇親会では、蓮舫氏とパチリ。

練習の成果がうまく出せました。園児より
多い観覧者で賑わいました。

⑥吉田地区もちつき・歩け歩け(1
⑥吉田地区もちつき・歩け歩け(12
(12/11)
11)

晴天に恵まれ、多くの市民が参加しました。
ウォーキングの後には、参加賞のキャベツと、
市長がついたもちをいただきました。
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