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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

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

えています。

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。

【報告事項】

１．議会報告
○大府市１２

【会 期】平成

【議 案】
 

【主な議案】

条例関係 
 

◇大府市※避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について
 

災害発生時に避難行動要支援者の生命と身体を保護するため

の、円滑かつ迅速な避難支援等を実施するために条例が制定さ

れました。

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

◇犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について

⇒＜可決
 

安心安全なまちづくりを重点的かつ効率的に実施するため、条例

が改正されました。
 

・これまでの「犯罪のないまちづくりモデル地区」と「交通安全モデ

ル地区」を統合し、新たに「安心安全重点地区」として、より効率

的かつ効果的な取り組みを推進していきます。

 
 

 

み 

※避難行動要支援者とは

 ◇要介護１

 ◇身体障害（視覚・聴覚障害又は肢体不自由

 ◇知的障害又は精神障害の方

解説 

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。

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

えています。 

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。

【報告事項】 

会報告 
１２月定例

期】平成３０

案】◎報告：１

【主な議案】（抜粋） 

避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について

災害発生時に避難行動要支援者の生命と身体を保護するため

の、円滑かつ迅速な避難支援等を実施するために条例が制定さ

れました。 

犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について

可決＞ 

安心安全なまちづくりを重点的かつ効率的に実施するため、条例

されました。 

これまでの「犯罪のないまちづくりモデル地区」と「交通安全モデ

ル地区」を統合し、新たに「安心安全重点地区」として、より効率

的かつ効果的な取り組みを推進していきます。

 や け 

※避難行動要支援者とは

要介護１または２の方で、６５歳以上の単身世帯

身体障害（視覚・聴覚障害又は肢体不自由

知的障害又は精神障害の方

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

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。

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

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。

定例会報告 

３０年１１月３０

１件  ◎条例

 

避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について

災害発生時に避難行動要支援者の生命と身体を保護するため

の、円滑かつ迅速な避難支援等を実施するために条例が制定さ

犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について

安心安全なまちづくりを重点的かつ効率的に実施するため、条例

 

これまでの「犯罪のないまちづくりモデル地区」と「交通安全モデ

ル地区」を統合し、新たに「安心安全重点地区」として、より効率

的かつ効果的な取り組みを推進していきます。

※避難行動要支援者とは 

は２の方で、６５歳以上の単身世帯

身体障害（視覚・聴覚障害又は肢体不自由

知的障害又は精神障害の方 

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

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。

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

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。

３０日（金

条例：８件  

具体的議案内容

避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について

災害発生時に避難行動要支援者の生命と身体を保護するため

の、円滑かつ迅速な避難支援等を実施するために条例が制定さ

犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について

安心安全なまちづくりを重点的かつ効率的に実施するため、条例

これまでの「犯罪のないまちづくりモデル地区」と「交通安全モデ

ル地区」を統合し、新たに「安心安全重点地区」として、より効率

的かつ効果的な取り組みを推進していきます。

佳   

後援会だより

は２の方で、６５歳以上の単身世帯

身体障害（視覚・聴覚障害又は肢体不自由

 

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

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。

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

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。

金）～１２月

 ◎補正予算

具体的議案内容

避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について

災害発生時に避難行動要支援者の生命と身体を保護するため

の、円滑かつ迅速な避難支援等を実施するために条例が制定さ

犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について

安心安全なまちづくりを重点的かつ効率的に実施するため、条例

これまでの「犯罪のないまちづくりモデル地区」と「交通安全モデ

ル地区」を統合し、新たに「安心安全重点地区」として、より効率

的かつ効果的な取り組みを推進していきます。 

   典 

後援会だより

は２の方で、６５歳以上の単身世帯また

身体障害（視覚・聴覚障害又は肢体不自由）の方 

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

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。

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

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。

月２０日（

補正予算：３件  ◎

具体的議案内容 

避難行動要支援者名簿に関する条例の制定について⇒＜可決

災害発生時に避難行動要支援者の生命と身体を保護するため

の、円滑かつ迅速な避難支援等を実施するために条例が制定さ

犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について

安心安全なまちづくりを重点的かつ効率的に実施するため、条例

これまでの「犯罪のないまちづくりモデル地区」と「交通安全モデ

ル地区」を統合し、新たに「安心安全重点地区」として、より効率

 

後援会だより 

または７５歳以上のみの世帯

 

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

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。

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

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。 

日（木）２１日間

◎その他：１

可決＞ 

犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について

安心安全なまちづくりを重点的かつ効率的に実施するため、条例

これまでの「犯罪のないまちづくりモデル地区」と「交通安全モデ

ル地区」を統合し、新たに「安心安全重点地区」として、より効率

発 行

事務所
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大府市議会議員

は７５歳以上のみの世帯

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

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。 

さて、昨年の世相を表す漢字は「災」となったとおり、各地で地震や台風など

による自然災害が多く発生した年となりました。災害のない生活は誰もが願うこ

とではありますが、残念ながら自然災害の発生は人の手では防ぐことはできませ

ん。だからこそ、災害発生時の「減災」に向けた日ごろからの対策や備えが重要

であり、「もしもの時」のために一人ひとりが考えて行動しなくてはなりません。 

大府市としましても、災害発生時の素早い対応や災害に強いまちづくりに引き

続き取り組み、市民の皆様が安心して生活できる大府市をめざしていきたいと考

 

１日間 

１件  

犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について
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犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について
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犯罪のない安心して安全に暮らせる大府市をつくる条例及び大府市交通安全条例の一部改正について
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よし

典
のり

 



 

 

◇大府市職員の給与に関する条例の一部改正について⇒＜可決＞ 
   

※人事院勧告に基づき、大府市職員と民間企業の給与の格差を是正（若年層を中心とした引き上げ）

することを目的に条例を改正しました。 
 

◇大府市特別職の職員（常勤者）の給与に関する条例の一部改正について⇒＜可決＞ 
   

※人事院勧告に基づき、大府市特別職の職員の期末手当の支給月数の平準化を図ることを目的に、

平成 31 年度から 0.05 ヵ月引き上げられます。 
 

◇大府市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について⇒＜可決＞ 
   

※人事院勧告に基づき、大府市議会議員の期末手当の支給月数の平準化を図ることを目的に、平成

31 年度から 0.05 ヵ月引き上げられます。 

 

 

 

 

 

 

予算関係 
 

◇一般会計（第５号）補正予算⇒＜可決＞ 
 

一般会計補正予算額  178,890 千円 補正後予算規模 32,529,241 千円 

 

一般会計補正予算の主な項目と金額 

款 項        目 金額（千円） 

総務費 住民基本台帳等事務事業・消耗品増額 5,560 

民生費 障がい児通所支援事業・障害児通所給付費増額 34,924 

土木費 道路維持事業・修繕料増額 20,000 

教育費 
小学校施設整備事業・小学校整備工事増額 3,206 

土地購入費 105,163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇一般会計（第６号）補正予算⇒＜可決＞ 
 

一般会計補正予算額 573,492 千円 補正後予算規模 33,102,733 千円 

 

一般会計補正予算の主な項目と金額 

款 項   目 金額（千円） 

議会費 議員期末手当増額 433 

総務費 職員手当増額、ふるさとおおぶ応援基金事業 572,565 

労働費 職員手当増額 131 

農林水産費 職員手当増額 166 

教育費 職員手当増額 57 
 

 

 

 

【補正予算（土地購入費）の補足説明】 

 大府市の人口は毎年約 1,000 人増加しており、児童数もそれに比例し増加しています。 

北山小学校では、児童の増加に伴い、給食室が手狭になったことに加え、老朽化により建て替え

を実施します。 

また、職員数も増加していることから駐車場が不足しており、北山児童センターの駐車場も兼

ねて、駐車場として整備するために土地を取得します。 

解説 

※人事院勧告とは 

国家公務員の給与・勤務条件などが、社会一般の情勢に適応するように、国会及び 

内閣に対して人事院が行う報告と勧告 
 

解説 



 

その他
 

◇

 
 

 

 

 

 

その他 
 

◇指定管理者の指定

 地方自治法の規定に基づき、市内公共施設の指定管理業者の指定について議会で議決されました。
 

大府市立共和西児童老人福祉センター
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

２．くらしの相談
 

 

○共和町１丁目
 

愛三工業

市道に設置されている排水溝は

落ち葉や砂

機能を果たしておらず、雨量が多い時に

は道路への

歩行者への水はね、

浸水等が懸念されていた

対策を要請

 
 

３．トピックス
 

＜認知症
 

大府市では、過去に起きた認知症の方による市内での鉄道事故

を受け、平成

市認知症に対する不安のないまちづくり推進条例」が制定されま

した。 

これは、大府市で暮らす人や働く人が認知症に対する理解を深

め、まち全体で認知症の方々を見守りサポートすることで、本人

やご家族の不安を軽減することを目的に、平成

施行されており、同年

人賠償責任保険事業」もスタートしています。

愛知県議会においても平成

「愛知県認知症施策推進条例」が制定されています。

 

現在、大府市にある

ンター北崎分館は、平成

指定管理方式としての開所以来、民間のノウハウを利用した独自の取り組み等が高く評価され

ており、今回、共和西児童老人福祉センターを

なりました。

共和西児童老人福祉センターでは、新たに自由参加あそびサークル「あんぱんまん」に
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