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寒暖の差も少しずつ和らぎ、春らしい季節となりました。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。
さて、３月議会において「日本一元気な健康都市おおぶ」の実現に向け
た、過去最大規模となる平成３０年度予算が成立しました。
中でも、子育て支援としての公立保育園の建替えや増室、民間保育所に
おいても建設や支援事業が織り込まれるなど、待機児童ゼロに向けた重点
的な予算づけが行われました。
それでは、新年度の主な事業について、ご報告させていただきます。
みやけ

大府市議会議員
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三宅 佳典

【報告事項】
１．議会報告
○大府市３月定例会報告
【会
【議

期】平成３０年２月２８日（火）～３月２２日（水）２３日間
案】◎報告：２件 ◎委員会提出：３件 ◎条例：１４件 ◎補正予算：4 件 ◎その他：３件
◎当初予算：６件

（１）一般議案
◆大府市公契約基本条例の制定について
公契約に係る基本的理念を定め、市及び受注者等の責務を明らかにすることにより、公契約の適正な
履行と労働者の適正な労働条件の確保を図ることで、市民福祉の向上及び地域経済の健全な発展に寄
与することを目的として制定されました。
愛知県が、平成２８年度に制定・施行し、県内では、豊橋市についで２番目の制定となります。
施行期日：平成３０年４月１日
◆大府市いじめの防止等に関する条例の制定について
「いじめは絶対に許されない」という強い決意の下、本市の全ての子どもが笑顔で健やかに成長する
ことのできる「いじめをしない、させない、見逃さないまち」の実現を目指すために制定されました。
条例では、市、教育委員会、学校及び教職員、保護者の責務及び地域住民と子どもの役割が記され
ており、平成２４年度から始まった「大府市幼保児小中連携教育指針“きらきら”」を推進することで
いじめを防止するとともに、万が一発生した場合に備え、新たな組織が設置されました。
施行期日：平成３０年４月１日
◆大府市使用料条例の一部改正について
大府市民体育館のロッカー使用料は、これまで１回につき 50 円必要でしたが、老朽化による更新を
機会に、コインリターン式に変更されます。
今回の更新に伴う設置工事は大掛かりなものとなるため、休館日を利用しての工事となり、最短で
は５月の第３月曜の休館日を工事完了日と見込んでいます。順調に工事が進めば翌日からの利用開始
となります。

（２）新年度予算
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【平成３０年度予算の概要】
会

計

◇一般会計
◇特別会計
国民健康保険事業
公共下水道事業
農業集落排水事業
後期高齢者医療事業
◇水道事業会計
全会計
重複控除額
差引純計額

予算額（千円）
平成 30 年度 平成 29 年度

増減額
（千円）

伸び率
（％）

31,181,000

28,773,000

2,408,000

8.4

10,773,684

12,058,664

△1,284,980

△10.7

7,344,736

8,348,977

△1,037,605

△12.4

2,344,389

2,630,520

△228,590

△8.9

15,620

15,907

212

1.4

1,068,939

1,008,243

△18,997

△1.7

3,676,207

2,862,763

813,444

28.4

45,630,891

43,694,427

1,936,464

4.4

2,398,557

2,254,480

144,077

6.4

43,232,334

41,439,947

1,792,387

4.3

（抜粋）
【平成 30 年度の大府市の主な重点施策事業】
健康で生きがいあふれる生活づくり
◇民間保育所の整備支援（1,011,493 千円）
・国からの補助金に加え、市単独の民間保育所等整備費補助金を交付し、
新たに４６５人の保育数を確保します。
◇保育園の建替え・増設、トイレ洋式化（98,115 千円）
・荒池保育園の建替え（平成３１年度開園予定）、若宮保育園保育室の増
室（平成３０年４月）を実施し、民間保育所の誘致と合わせて、待機児
童ゼロを目指します。
また、昨年度から実施している保育園トイレの洋式化は、今年度中に完
了します。
まちを支え将来を担う人づくり
◇プール清掃の委託、民間プールの活用（2,349 千円）
・教員の多忙化解消として、プール清掃を業者委託します。併
せて、老朽化が進む小学校のプール施設の代替えとして、ス
イミングスクールに近い小学校の６年生を対象に、民間のプ
ールの利用と、指導員を活用した授業を試行します。
◇校内放送受信装置の導入（18,246 千円）
・各教室にあるブラウン管テレビを廃却し、全教室にある電子
黒板を利用した校内放送ができるよう、設備を導入します。
大府らしさを活かした賑わいづくり
◇健康にぎわいステーション「KURUTO おおぶ」のオープン
（22,985 千円）※４月２７日（金） 午前７時開館予定
・市民の健康増進を図り、大府駅周辺の賑わいを創出するため、
大府駅構内にタニタと連携して健康にぎわいステーション
「ＫＵＲＵＴＯおおぶ」をオープンします。
◇空き店舗利活用の推進（3,000 千円）
・大府、共和駅前の空き店舗で、新たに事業を始める場合の改
修費・賃借料を助成します。
改装費補助：改装費の２分の１以内、100 万円を上限に１回補助
賃借料補助：改装費の２分の１以内、月 10 万円を上限に１年間補助

※平成 30 年度末
市債現在高見込み
▽一般会計
8,591,358 千円
▽全会計
21,678,340 千円
※自主財源比率 70.4%
【補足】
過去最高の予算編成とな
り、特に待機児童解消に
向けた施策として、保育
所の整備の充実などに充
てられます。

戦略的で効果的な行政運営の仕組みづくり
◇パスポート申請・交付の開始（42,310 千円）
・県からの権限移譲を受け、大府市役所にて一般旅券の申請及
び交付事務を開始します。市民が身近な窓口で手続きができ、
利便性が向上します。
※４月２日に窓口業務が開始しました。申請してから交付まで
の日数は、土日祝日を除いた８日間です。
安心安全な生活を守る環境づくり
◇粗大ごみ戸別収集の開始（1,296 千円）
・平成３０年１０月より、家庭から出るタンスなど（電化製品
除く）の粗大ごみの個別回収を開始します。１個あたり
4,200 円必要となりますが、市からの補助（2,700 円）に
より 1,500 円の個人負担で回収してもらえます。
※但し、玄関先に出しておく必要があります。
◇共長出張所兼（仮称）防災センターの新設、吉田分団詰所の建
替え（56,567 千円）
・共長出張所（消防）建屋の老朽化による建替えとあわせて、
敷地内に防災センターを建設します。また、吉田分団詰所の
老朽化による建て替えも進めます。
快適で便利な暮らしの基盤づくり
◇共和駅周辺の自転車駐車場の拡充（22,804 千円）
・共和駅周辺の放置自転車を抑制するため、放置禁止区域が追
加指定されます。そのため、駅東側は公共用地を活用して自
転車駐車場が整備され、駅西側は用地を取得し、順次拡張さ
れます。
◇大府駅前広場（東側）の改修（11,966 千円）
・平成３１年度に予定している循環バスルートが、利便性向上
のため、発着点を市役所から大府駅に変更されます。これに
伴い、以下の改修が行われます。
①駅前広場全体のバリアフリー化
②大府駅東側１階のトイレの改修

２．市内の改善事例
市内の交差点改良箇所
平成３０年３月３０日（金）に２箇所の信号が改良され、朝・夕の渋滞が緩和されました。
▽長草町下田ノ松交差点
『時差式信号化』

田
面

長草町下田ノ松

アローブ

アピタ

柊山町８
スピカ

▽柊山町８丁目交差点
『矢印信号設置』

３．市内外及び地域での行事
１月～３月までの間に出席・参加させて頂いた主な行事です。様々な場所でご挨拶させて頂き
ました。

１/５ 消防出初式

１/６ 文化・スポーツ活動表彰

１/７ 成人式

１/７ 米田神社七草祭り

１/８ 全ト新年交礼会

１/９ 連合愛知新春交礼会

２/１１ 大府市盆梅展

２/１６ 滋賀県長浜市盆梅展

２/１６ 交流都市長浜市訪問

３/３ 大府市美術展

３/１１ 消防団観閲式

３/２７ 米田保育園卒園式

≪三宅よしのり事務所のご案内≫

至:名古屋
国道 23 号
上徳

共和 IC

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

三宅よしのり後援会事務所
愛三工業

愛三工業労働組合内

共和町４

後援会事務所
〔くらしの相談室〕

共和町５北

共和町５

至:豊明

共栄町３

茶屋

共栄町

共和町２

至:大府

共和

～お気軽にお立ち寄りください～

至:大府

