
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
厳しい寒さも和らぎはじめましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

さて、次期統一地方選挙において

これまでの温かいご支援に感謝するとともに、引き続きの力強いご支援を

賜りますよう、あらためてお願い申し上げます。

今回、３期目に向けてこれまでの

的に取り組みたい政策について、ご紹介させていただきます。
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※平成２９年度、３０年度は副議長を拝命し一般質問ができませんでしたが、志を同じくする仲間（会

通じて、安心で安全な大府市に向けた活動に取り組んでまいりました。

（大府市議会では、正副議長及び監査委員は一般質問ができないことになっています。）
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『地域力の土台づくり』を推進していき

「子ども」も「大人」も積極的にコミ

ュニティに関わりを持つことで、「近

所づきあい」の活性化を図り、互いが

支え合えるまちづくりを目指

大府市は、現在も人口が増え続けており、それに伴う

な施策を講じてきたことで、住みよさは向上しつ

転入者が多く住む地域では「ご近所

、災害発生等の有事の際に、隣近

や、不明者の安否確認などがで

『コミュニティの拡大・強化』

［電話］0562-47

［住所］〒474-0061

大府市共和町４丁目

～まずはご相談ください！

足洗い場修繕）・道路の舗装

・カーブミラーの新設、増設

と改善事例

重点政策  

河川
1%

交通安全
21%

することの必要性や魅力を、市

民一人ひとりに浸透させ、地域の「同年世代の横のつながり」と「高齢者からお子

『地域力の土台づくり』を推進していき

「子ども」も「大人」も積極的にコミ

ュニティに関わりを持つことで、「近

所づきあい」の活性化を図り、互いが

支え合えるまちづくりを目指

『コミュニティの拡大・強化』
目指す姿 

47-1450

0061 

大府市共和町４丁目

まずはご相談ください！

・道路の舗装、塗装

・カーブミラーの新設、増設

と改善事例 

ことの必要性や魅力を、市

民一人ひとりに浸透させ、地域の「同年世代の横のつながり」と「高齢者からお子

『地域力の土台づくり』を推進していき

「子ども」も「大人」も積極的にコミ

ュニティに関わりを持つことで、「近

所づきあい」の活性化を図り、互いが

支え合えるまちづくりを目指

『コミュニティの拡大・強化』
 

1450 

大府市共和町４丁目

まずはご相談ください！

増設

新設 

、塗装・横断歩道の新設

・カーブミラーの新設、増設 

カーブミラー

＜共和町・共西町＞

ことの必要性や魅力を、市

民一人ひとりに浸透させ、地域の「同年世代の横のつながり」と「高齢者からお子

『地域力の土台づくり』を推進していきます！ 

「子ども」も「大人」も積極的にコミ

ュニティに関わりを持つことで、「近

所づきあい」の活性化を図り、互いが

支え合えるまちづくりを目指します！

『コミュニティの拡大・強化』 

大府市共和町４丁目 282 番地

まずはご相談ください！～ 

増設 

・横断歩道の新設         

カーブミラーの新・増設 

＜共和町・共西町＞ 

ことの必要性や魅力を、市

 

「子ども」も「大人」も積極的にコミ

ュニティに関わりを持つことで、「近

所づきあい」の活性化を図り、互いが

！ 

 

 

         

 


