み

や

け

佳

典

後援会だより

No.
No.32

2018
8年1月

発 行 三宅よしのり 後 援 会
事務所 〒474-0061
0061
大府市共和町四丁目
282 番地
℡：0562-47
47-1450

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。本年も
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
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、
瀬戸市出身で最年少プロ棋士となり２９連勝をあげた藤井四段や、
瀬戸市出身で最年少プロ棋士となり２９連勝をあげた藤井四段や 、
日本国内で
での５年ぶり
年ぶりとなるパンダ
パンダの誕生など
誕生など、
明るい話題があった一方で、
企業の不正発覚や相撲界の暴力事件、政界でのスキャンダル問題など、残念
な話題も少なくありませんでした。
また、北朝鮮のミサイル発射問題や北海道日本ハムファイターズへの清宮
選手の入団など、
「北」にまつわる話題が多い年でもあり、その年の世相を
表す漢字は「北」が選ばれました。特に北朝鮮のミサイル発射問題は、私た
ちの安全・安心を
ちの安全・安心を脅かすだけでなく、
脅かすだけでなく、尊い命をも奪いかねない深刻な問題で
あり、争いのない世界平和の
あり、争いのない世界平和の実現を強く望むところであります。
実現を強く望むところであります。
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 よしのり

大府市議会議員 三宅 佳 典

【報告事項】
１．議会報告
会報告

○大府市１２
１２月定例
定例会報告
【会 期】平成 2９
９年１１月３０
３０日（水
水）～１２月
月２０日（
日（水）２１日間
１日間
４件 ◎条例
条例：６件 ◎補正予算
補正予算：２件 ◎その他：７
◎
７件 ◎人事：１件
【議 案】◎報告：４
◎意見書
意見書：１件
具体的議案内容

【主な議案】（抜粋）
条例関係
◇大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例の制定について
◇大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例の制定について⇒＜可決
大府市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例の制定について
可決＞
認知症に関する施策及
認知症に関する施策及び取り組みを総合的に推進し、
び取り組みを総合的に推進し、市民、事業者、地域組織、
関係機関その他全ての
関係機関その他全ての人・団体が、それぞれの役割を適切に果たし、認知症を
が、それぞれの役割を適切に果たし、認知症を
予防できるまち、そして認知症になっても安心して暮らすことのできるまちの
実現を目指す
実現を目指すことを目的に制定されました。
ことを目的に制定されました。

◇大府市交通安全条例の一部改正について
◇大府市交通安全条例の一部改正について⇒＜
大府市交通安全条例の一部改正について ＜可決＞
高齢者等及び歩行者の事故防止の一層の推進を図るため、条例を改正するもの
（内

容）

・基本理念に、高齢者等及び歩行者への一層の安全を図ることを追加
・歩行者の事故防止に係る規定の追加
・自転車運転者に損害賠償保険等への加入を努力義務化
・大府市交通安全対策会議の委員構成及び任期の変更

予算関係
◇一般会計及び国民健康保険事業特別会計補正予算
◇一般会計及び国民健康保険事業特別会計補正予算
一般会計及び国民健康保険事業特別会計補正予算⇒＜可決＞
・大府市一般会計補正予算額：
310,220 千円 補正後予算規模：
補正後予算規模：30,308,691
30,308,691 千円
・大府市国民健康保険事業特別会計補正予算額： 39,562 千円 補正後予算規模：
補正後予算規模：08,483,202
8,483,202 千円
（千円）
款
項
目
金 額
ふるさと納税業務委託料増額
59,000
59
総務費
ふるさとおおぶ応援基金積立金増額
100,000
100
民間保育所施設整備費補助金増額
53
3,322
民生費 認可外保育所保育実施補助金増額
6,896
6
障害児通所給付費等増額
39,288
39
その他
◇指定管理者の指定
◇指定管理者の指定⇒＜
＜可決＞
公の施設の
公の施設の管理者として
管理者として、指定管理者を指定するもの
、指定管理者を指定するもの
公の施設の名称
①大府市健康にぎわいステーション
大府市健康にぎわいステーション
②大府市発達支援センターみのり
大府市発達支援センターみのり

指定の相手方
大府市健康にぎわいステーション推進協議会
社会福祉法人大府福祉会

指定期間
３年
10 年

①＜大府市健康にぎわいステーションの愛称を「
＜大府市健康にぎわいステーションの愛称を「
＜大府市健康にぎわいステーションの愛称を「KURUTO
KURUTO おおぶ」に決定＞
（平成
平成 30 年 4 月に JR 大府駅構内に開所予定）
1．健康増進：健康測定コーナーの運営、健康相談会の開催、健康づくり講座・イベント・セミ
健康増進：健康測定コーナーの運営、健康相談会の開催、健康づくり講座・イベント・セミ
健康増進：健康測定コーナーの運営、健康相談会の開催、健康づくり講座・イベント・セミナー
等の開催、健康づくりに関する情報の発信・提供
2．飲食提供：タニタカフェ（コラボ店）の運営
飲食提供：タニタカフェ（コラボ店）の運営
3．観光案内：観光案内所の運営、大府市の観光情報の発信・提供、観光案内業務
観光案内：観光案内所の運営、大府市の観光情報の発信・提供、観光案内業務
4．特産販売：特産品・農作物等の展示販売
特産販売：特産品・農作物等の展示販売

外観及び内装のイメージ

① ＜大府市発達支援センターみのり
大府市発達支援センターみのり＞
大府市発達支援センターみのり
（平成
平成 30 年 10 月に大府市森岡町
大府市森岡町 8 丁目
丁目に開所予定）
に開所予定）
経緯

半月町１東

げ んき の郷

大府市には就学前児童の発達支援センターがなく、
東海市の「あすなろ学園」に委託してい
東海市の「あすなろ学園」に委託していました。
ました。
「あすなろ学園」
「あすなろ学園」建屋の
老朽化に伴う建て替えが
計画された際、定員数の
縮小が
縮小が決定されたことか
決定されたことか
ら、大府市での開所
、大府市での開所
、大府市での開所をす
ること
ることとなりまし
りました。

大府森岡

１５５

愛知健康
の森公園
大府市発達支援
センター「みのり」
長寿医療研
究センター

◇損害賠償の額の決定及び和解について（２件）
◇損害賠償の額の決定及び和解について（２件）⇒＜可決
可決＞
①公用車を運転中、
公用車を運転中、交差点にて、赤信号で停止。信号が変わったため発進したところ、前方の右
公用車を運転中、交差点にて、赤信号で停止。信号が変わったため発進したところ、前方の右
折停車車両に追突した。
（損害賠償額：９４０，０９７円）
②公用車を運転中、交差点を直進しようとしたところ、自転車で左側道路から直進してきた相手
公用車を運転中、交差点を直進しようとしたところ、自転車で左側道路から直進してきた相手
方に接触した。
（損害賠償額：８０５，１０２円）
・通常、車×自転車の事故では
通常、車×自転車の事故では過失割合が１０：０となるケースが多いのですが、
通常、車×自転車の事故では過失割合が１０：０となるケースが多いのですが、
過失割合が１０：０となるケースが多いのですが、該当
該当車両には
車両には
ドライブレコーダーが設置されており、
ドライブレコーダーが設置されて
、画像を解析し
画像を解析したところ
たところ７：３の過失割合となりました。
７：３の過失割合となりました。
・所属する委員会
・所属する委員会において
において、現存する
現存する他の車両へのドライブレコーダー
他の車両へのドライブレコーダー
の早期設置
の早期設置の必要性
の必要性について質問し
について質問したところ
たところ、新しい車両から順次取
、新しい車両から順次取
り付けていくとの回答がされました。また、
り付けていくとの回答がされました。また、事故の減少という観点か
事故の減少という観点か
ら、バックモニター設置
バックモニター設置の必要性についても質問し、有効であると
バックモニター設置の必要性
についても質問し、有効であるとい
についても質問し、有効であると
う認識はあるとの
認識はあるとの
認識はあるとの前向きな考え
考えも示されました。
されました。
◇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＞
・工事名 ：六間調整池設置工事
・契約金額：
・契約金額：781,234,200
781,234,200 円（変更前）→
円（変更前）→836,110,080
836,110,080 円（変更後） 54,875,8
,880 円（差）
・変更理由：
・変更理由：平成 28 年 12 月議会において、
月議会において、土壌調査
土壌調査により環境基準を超える土壌汚染が確認され
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
汚染土壌の除去及び工法の変更が必要となったために１回目の契約変更が行われたが、
に１回目の契約変更が行われたが、
今回、地中からコンクリート片等が出土したため、約５千５百万円の契約変更を行った。
意見書
意見
◇骨髄移植等に関する提供希望者（ドナー）に対する支援の充実
◇骨髄移植等に関する提供希望者（ドナー）に対する支援の充実
骨髄移植等に関する提供希望者（ドナー）に対する支援の充実を求める意見書
を求める意見書
を求める意見書⇒＜採択＞
＜採択＞
・提案会派
会派だけでなく、他の会派と
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
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
議会として提出 、全会一致で採択されました。
議会として提出し、全会一致で採択されました。

２．くらしの相談
．くらしの相談実績報告
．くらしの相談実績報告

○吉田町道路改修
町道路改修
昨年、
昨年、台風２１号の被害が全国各地で報告され
台風２１号の被害が全国各地で報告され
台風２１号の被害が全国各地で報告される中、大府市で
中、大府市でも、
中、大府市で
川の越水の恐れがあるということから、
川の越水の恐れがあるということから 緊急メールが発信
緊急メールが発信されました。
されました。
大きな被害はありませんでしたが、側溝のない、舗装されていない道
路で、路肩崩れの相談があり
路で、路肩崩れの相談があり、
、早急な改修
改修工事が行われ
工事が行われました。
ました。
路肩崩れ

３．トピックス
トピックス
＜市議会をより身近に！議会録画中継を活用した取り組み＞
大府市の〇〇に対する

執行部の考え方は？

平成２１年５月から開始した大府市議会インターネット録画中継
平成２１年５月から開始した大府市議会インターネット録画中継
を、8 月 1 日からスマートフォン、タブレット端末でもご覧いただ
けるようになりました。
また、これらの動画を手軽にご覧いただけるよう、
また、これらの動画を手軽にご覧いただけるよう、11 月 1 日発行
の「おおぶ議会だより」から、各議員の一般質問のコーナーに録画中
継の QR コード®を掲載しました。
を掲載しました。
議会広報紙に
議会広報紙に、市議会ホームページなどの
市議会ホームページなどの QR コード®を掲載する
コード を掲載する
取り組みは、既に多くの市町村議会で行われていますが、複数の QR
コード®を掲載し、各議員の一般質問など
を掲載し、各議員の一般質問など
を掲載し、各議員の一般質問など個々の録画映像に誘導する
個々の録画映像に誘導する
取り組みは、知多
取り組みは、知多半島
半島 5 市 5 町では初の取り組みであり
の取り組みであり、愛知県内
の取り組みであり、愛知県内
でも、弥富市、あま市に次いで 3 番目となります。

４．その他行事
．その他行事
①大府シティ健康マラソン大会
大府シティ健康マラソン大会(11/12)
大府シティ健康マラソン大会

②全国市議会議長会研究フォーラム
②全国市議会議長会研究フォーラム
全国市議会議長会研究フォーラム(11/15・
・16)

AISAN Racing チームの先導
チーム 先導でスタート。
でスタート。
リサイクル金属で作った五輪と同じ金メダル
が贈られました。

③米田保育園生活発表会
田保育園生活発表会(12/2)
田保育園生活発表会(12/2)

④米田神社新嘗祭
米田神社新嘗祭(12/3)
米田神社新嘗祭
3)

毎年
毎年、
、何が起きるかわからないところが見
どころ。緊張
緊張しながらも精一杯発表してい
しながらも精一杯発表してい
ました
ました。

⑤年末特別警戒キャンペーン
年末特別警戒キャンペーン(12/15)
年末特別警戒キャンペーン(12/

五穀豊穣を祝い、収穫に感謝するまつりです。
小学生の女の子が毎回４名、舞を披露します。

⑥ユタカクラブ研修
⑥ユタカクラブ研修(12
2/25)

この時期、毎年行っています。年末年始は
犯罪が起こりやすいため、隣近所での声掛
けや見守りも重要です。

≪三宅よしのり事務所のご案内≫

今年は姫路市で行われ
今年は姫路市で行われ、姫路市議会議員全
姫路市議会議員全
員に壇上でおもてなしをしていただきまし
た。来年は宇都宮市で行われます。
来年は宇都宮市で行われます。

名古屋空港の航空ミュージアム
名古屋空港 航空ミュージアムにて、
にて、施設見学
と研修が行われました。大府市で作られていた
ゼロ戦「飛龍」の模型
「飛龍」の模型
「飛龍」の模型も展示されていました
も展示されていました
も展示されていました。
至:名古屋
名古屋
国道
国道 23 号
上徳

共和 IC

茶屋
茶屋

愛三工業
愛三工業

くらしの相談室
［電話］
［電話］0562-47
47-1450
［住所］〒
［住所］〒474-0061
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～

ＪＲ東海道本線
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