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大府市共和町四丁目
282 番地
℡：0562-47-1450

日増しに寒さが身に染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。
１０月に入って２週連続で台風が上陸・接近し、太平洋沿いを中心に各地
で大きな被害に見舞われました。大府市内では幸いにも大きな被害はありま
せんでしたが、近年、異常気象とも言えるような、猛暑、豪雨、竜巻、突風
などの自然災害が全国で発生しており、いつ、こうした災害に巻き込まれて
もおかしくありません。災害発生時には、常に必要な情報を集めながら、
「自
分の身は自分で守る」行動をとっていただきたいと思います。
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。
みやけ

よしのり

三宅 佳典

大府市議会議員

【報告事項】
１.議会報告

○大府市９月定例会報告
【会 期】平成 2９年９月６日（水）～１０月５日（木）３０日間
【議 案】
報

告

６件

条

例

１件

補正予算

その他

３件

１件

決

算

６件

意見書
４件

具体的議案内容

【主な議案】
◇平成 2８年度 決算認定(一般会計、特別会計、水道事業会計)について⇒ 認定
歳入
41,399,197,214 円 （前年比 104.3%）
【よしのり解説】
歳出
39,487,433,957 円 （前年比 102.7%）
大府市の財政状況は、財政力
差引残額
1,911,763,257 円 （前年比 154.0%）
指数、経常収支比率ともに上
【普通会計財政指標】
昇傾向にあり、今後も経済の
・財政力指数※１:３年平均
1.10
（前年 1.06）
回復が予想されていることか
・財政力指数※１:単年度
1.14
（前年 1.11）
ら、概ね良好であると言えま
・経常収支比率※２
81.5%
（前年 85.4%）
す。
・公債費比率
0.3%
（前年 0.8%）
・実質公債費比率
-2.9%
（前年 -2.1%）
※１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。
２
※ 経常収支比率：８０％を超えると財政構造は弾力性を失いつつあると考えられています。
◇専決処分の承認を求めることについて ⇒ 可決
○昨年度市内企業が子会社を売却し、その一時所得にかかる所得税について、予定納税（概算）
を行いましたが、確定税額がその金額を下回り、還付されることとなったため、市長権限で専
決処分を行いました。
本来ならば臨時議会を開催するところではありますが、利息額が大きいことから一日も早い決
裁が必要となりました。
市民税等還付金及び還付加算金

１６６，２３５千円

◇一般会計補正予算(第３号) ⇒ 可決
会計名
一般会計

補正前
29,012,003

（千円）

補正予算額

補正後

958,557

29,970,560

主な補正予算項目(各種費用項目)
ちびっこ広場管理事業（調査測量・設計監理委託及び土地購入）
消防拠点施設整備事業（消耗品及び土地購入）
勤労文化会館管理事業（駐車場増設工事）
民間保育所運営費補助金
中国残留邦人等生活支援給付金
地域密着型サービスの拠点施設整備費等補助金

（千円）
金
額
３３,２４１
３０９,１８２
３,５６６
４８６,９１９
４,８８０
３,１７８

補正予算解説
（消防拠点施設整備事業及び民間保育所運営費補助金）
○消防拠点施設整備事業において、地権者との交渉により土地購
入に至ったため、その土地の購入費用として補正予算が編成さ
れました。新たな消防拠点は、敷地面積が６,６３２㎡で、平成
３１年度に建設工事を実施し、平成３２年３月に竣工予定で、
防災センターと長草消防団詰所も同敷地内に併設の予定です。
○大府市内には認可保育所１４か所、私立幼稚園４か所、認
可外保育所（認定保育室）１２か所の保育施設があります。
女性の活躍推進の声が高まる中、保育施設は重要な役割を
担っています。
大府市はこれまで「待機児童ゼロ」のまちを維持してきま
したが、今後さらに保育需要の高まりが予測されることか
ら、民間保育所の誘致と建て替えの際の定員増などの措置
を取っていきます。
★若宮保育園【増築】
１～２歳児
２２名増(Ｈ３０年度)
♥荒池保育園【建替】
０～５歳児 １３６名増(Ｈ３１年度)
●民間保育園【誘致】（４園）
０～５歳児 ４６５名増(Ｈ３１年度)
■この他にも「企業主導型保育事業」の民間保育所
が開所を予定しています。
０～５歳児 ２００名定員(Ｈ３０年度)

◇大府市総合計画条例の制定について⇒ 可決
○現在大府市では第５次総合計画を実施していますが、更なる総合的かつ計画的な市政運営を図る
ための新たな総合計画の策定に向け、その必要な事項を定めるための条例が制定されます。

【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) ⇒ 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) ⇒ 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)

⇒ 可決

④道路整備の長期安定的な財源確保についての意見書(賛成多数) ⇒ 可決

２．トピックス
１．“おぶちゃん”が大府市の公式マスコットキャラクターに任命
８月３０日（水）「大府市公式マスコットキャラクター“おぶ
ちゃん”」が誕生しました。
平成１８年に市民公募作品で選ばれた“おぶちゃん”は、こ
れまで“健康づくりマスコットキャラクター”として親しまれ
てきましたが、今後、より幅広く活躍してもらうよう、市長よ
り市の公式マスコットキャラクターとして、正式に任命されま
した。
“おぶちゃん”は、今年もゆるキャラグランプリに出場し
ました。

２．大府市高校生議会の開催
８月２２日（火）に知多半島の市町では初めてとなる「大府
市高校生議会」が開催されました。市内在住・在学の高校生２
０名が議員となって、大府市議会同様の一般質問を行いました。
昨年の参議院選挙から選挙年齢が引き下げられ、また、全国
的に期日前投票所の増設が推進されていることなど、今後、若
年層を含めた投票率のＵＰに繋がることを期待しています。

３．コンビニでの各種証明書交付がスタート
１０月１日（日）大府市吉田町のローソンにて、コンビニで
の各種証明書交付サービスの開始式典が行われました。
交付可能証明書は、住民票・印鑑証明書・戸籍謄抄本及び戸籍
附表で、土・日・祝日に関わらず６：３０～２３：００の間で、
発行することができます。（ただし、12/29～1/3 は除く）
※交付手数料は市役所の窓口で発行する手数料と同額
交付するには、マイナンバーカードの取得が必要となります
ので、まだ取得されていない方は、この機会にぜひ取得してく
ださい。

４．秋の定例行事が各地域にて開催
私も様々な行事に参加させていただきました。（９月１日～10 月 14 日）

市制４７周年記念式典
（９月１日）

吉田っ子運動会
（９月３０日）

５．定例の大府市イベント開催
福祉・健康フェア（９月 24 日）

大府高校生徒の
ボランティア参加

イベント会場開始の
くすだま割り

米田神社大祭
（１０月１日）

吉田文化ふれあいまつり
（１０月１４日）

６．友好都市でのイベント
遠野市産業まつり（10 月７日）

遠野市産業まつり
オープニングセレモニー

生憎の雨の中行われた
鏡割り

３．くらしの相談実績
大府森岡

半月町１東

①森岡町横断歩道の設置
大府市森岡町にある「愛知県立大府
特別支援学校」の前に横断歩道が設置
されました。過去に、この学校に通う
生徒が自転車で横断中、車と接触する
事故が発生したことを受け、要望が出
されたものです。校門の前がカーブで
あることから、安全に配慮し、約８０
ｍずらして設置されました。

愛知健康
の森公園

げ
ん
き
の
郷

１５５

特別支
援学校
長寿医療研
究センター

②共和町街路樹撤去
茶屋

共和町１丁目の横断歩道脇の街路
樹は、かねてから視認性の悪さから撤
去の相談も多く、市に対して撤去を要
請していました。これを受け、今年の
８月に街路樹３本の撤去と横断歩道
の路面表示が追加されました。

愛三工業㈱

共和４

も ち つ き 大 会 の開催概要
と

き

２０１７年１２月１７日（日）
10 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。

※多くの方のご来場をお待ちしています。

昨年の風景
至:名古屋

≪三宅よしのり事務所のご案内≫
三宅よしのり後援会事務所

国道 23 号
上徳

愛三工業

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～

共和町４

三宅よしのり後援会事務所
〔くらしの相談室〕

至:豊明

共栄町３
ＪＲ東海道本線

愛三工業労働組合内

共和 IC

茶屋

共和町５北

共栄町

同：もちつき大会会場
共和町５

共和町２

至:大府

共和

[だれに相談してよいか分からない事でもＯＫ]

至:大府

