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【報告事項】

１．大府市議会５月臨時会報告

令和元

 

三宅よしのりの役職および所属委員会等

 

 

２．大府市議会

【会 期】

【議 案】
 

【主な議案】

 

１）大府市
◎消費税の引き上げ

 

内容  

      
 

      

 

      

 

 

 

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び

申し上げます。

近年、自然災害が多く発生し、各地で甚大な被害をもたらしてお

ります。皆様も「万が一のための備え」を忘れずに準備していただ

き、防災意識を高めていただきたいと考えております。

大府市では、

ていくため

センター」

予定となっておりますので、是非、みなさまに足を運んでいただけ

ればと思います。

それでは５月臨時会での議会人事と６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 

【報告事項】 

１．大府市議会５月臨時会報告

令和元年度大府市議会人事

三宅よしのりの役職および所属委員会等

２．大府市議会 6 月定例会報告

期】令和元年６月

案】◎報告：４件

【主な議案】 

１）大府市使用料条例
消費税の引き上げ

 １．消費税率の引き上げに伴う使用料の改定

      消費税及び地方消費税率

２．公共施設の使用料の改定

      消費税率

め、公共施設の使用料

      ▽施設使用料変更（例）

市民体育館メインアリーナ全面

横根グラウンド

３．施行期日

※尚、公共施設の使用料の減免（登録団体の利用優遇

今後２年間を目途

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び

申し上げます。 

近年、自然災害が多く発生し、各地で甚大な被害をもたらしてお

ります。皆様も「万が一のための備え」を忘れずに準備していただ

き、防災意識を高めていただきたいと考えております。

大府市では、自然災害の脅威を

ていくために、大府市消防署共長出張所の移転に伴い、

」を併設します。市制５０周年を迎える２０２０年に完成

予定となっておりますので、是非、みなさまに足を運んでいただけ

ればと思います。 

それでは５月臨時会での議会人事と６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。

 や け 

１．大府市議会５月臨時会報告

年度大府市議会人事

三宅よしのりの役職および所属委員会等

月定例会報告

年６月４日（

◎報告：４件 ◎条例：

使用料条例の一部改正について⇒
消費税の引き上げに伴い、

消費税率の引き上げに伴う使用料の改定

消費税及び地方消費税率

公共施設の使用料の改定

税率の改定に

め、公共施設の使用料

施設使用料変更（例）

施設名

市民体育館メインアリーナ全面

横根グラウンド

施行期日 令和元年１０月１日

尚、公共施設の使用料の減免（登録団体の利用優遇

今後２年間を目途

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び

近年、自然災害が多く発生し、各地で甚大な被害をもたらしてお

ります。皆様も「万が一のための備え」を忘れずに準備していただ

き、防災意識を高めていただきたいと考えております。

自然災害の脅威を

に、大府市消防署共長出張所の移転に伴い、

ます。市制５０周年を迎える２０２０年に完成

予定となっておりますので、是非、みなさまに足を運んでいただけ

それでは５月臨時会での議会人事と６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。

１．大府市議会５月臨時会報告 

年度大府市議会人事 

三宅よしのりの役職および所属委員会等

月定例会報告 

日（火）～6

◎条例：１５件 

の一部改正について⇒
に伴い、受益者負担の適正化を図るため

消費税率の引き上げに伴う使用料の改定

消費税及び地方消費税率  

公共施設の使用料の改定 

に伴い、受益者負担の適正化を図る

め、公共施設の使用料が改定

施設使用料変更（例） 

施設名 

市民体育館メインアリーナ全面

横根グラウンド 

令和元年１０月１日

尚、公共施設の使用料の減免（登録団体の利用優遇

今後２年間を目途に検討

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び

近年、自然災害が多く発生し、各地で甚大な被害をもたらしてお

ります。皆様も「万が一のための備え」を忘れずに準備していただ

き、防災意識を高めていただきたいと考えております。

自然災害の脅威を風化させることなく、

に、大府市消防署共長出張所の移転に伴い、

ます。市制５０周年を迎える２０２０年に完成

予定となっておりますので、是非、みなさまに足を運んでいただけ

それでは５月臨時会での議会人事と６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。 

後援会だより

佳   

三宅よしのりの役職および所属委員会等⇒ 建設消防委員会

6 月 2５日（

 ◎補正予算：１件

具体的内容

の一部改正について⇒ （原案可決）
受益者負担の適正化を図るため

消費税率の引き上げに伴う使用料の改定

  ８％ ⇒ 

受益者負担の適正化を図る

改定されます。

市民体育館メインアリーナ全面 

１時間まで：

令和元年１０月１日 

尚、公共施設の使用料の減免（登録団体の利用優遇

検討が進められ

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び

近年、自然災害が多く発生し、各地で甚大な被害をもたらしてお

ります。皆様も「万が一のための備え」を忘れずに準備していただ

き、防災意識を高めていただきたいと考えております。

風化させることなく、

に、大府市消防署共長出張所の移転に伴い、

ます。市制５０周年を迎える２０２０年に完成

予定となっておりますので、是非、みなさまに足を運んでいただけ

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容につ

後援会だより

   典 

建設消防委員会

日（火）２２日間

◎補正予算：１件 ◎

具体的内容 

（原案可決）
受益者負担の適正化を図るため条例が

消費税率の引き上げに伴う使用料の改定 

 １０％ 

受益者負担の適正化を図る

されます。 

新 

午前：5,330

１時間まで：820

尚、公共施設の使用料の減免（登録団体の利用優遇

れます。 

盛夏の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び

近年、自然災害が多く発生し、各地で甚大な被害をもたらしてお

ります。皆様も「万が一のための備え」を忘れずに準備していただ

き、防災意識を高めていただきたいと考えております。 

風化させることなく、後世に残し

に、大府市消防署共長出張所の移転に伴い、「防災学習

ます。市制５０周年を迎える２０２０年に完成

予定となっておりますので、是非、みなさまに足を運んでいただけ

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容につ

後援会だより 

建設消防委員会 ／ 

）２２日間 

◎その他：２件

 

条例が改正されます

受益者負担の適正化を図るた

5,330 円 

820 円 １時間まで：

尚、公共施設の使用料の減免（登録団体の利用優遇の在り方等）については、

近年、自然災害が多く発生し、各地で甚大な被害をもたらしてお

ります。皆様も「万が一のための備え」を忘れずに準備していただ

残し

防災学習

ます。市制５０周年を迎える２０２０年に完成

予定となっておりますので、是非、みなさまに足を運んでいただけ

それでは５月臨時会での議会人事と６月定例会の主な内容につ
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発

事務所

大府市議会議員

 議会広報委員会
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されます。

旧 

午前：4,850

１時間まで：
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発 行 三宅よしのり
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大府市共和町四丁目
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4,850 円 

１時間まで：760 円 

在り方等）については、 

2019 年 7 月 
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２）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

 

内容 １．個人市民税（非課税対象の拡大：令和３年度分から）

     

   ２．軽自動車税

     

     

    

     ３．
 

３）令和元

   

主な項目
                     

種別

教育費
 

 

ね
ら
い 

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

ること

解消に向けたサポート
 

 

 

 

 
 

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

  是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三宅よしのり後援会事務所

くらしの相談室

）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．個人市民税（非課税対象の拡大：令和３年度分から）

     ・これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

現に一人で子育てをされている方も対象となりました。

２．軽自動車税

     ・自動車を取得した時にかかる税金の名称

      自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

に変更されます。税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定します。

     ・軽自動車税（種別割）の税率を軽減する特例措置の適用期限

の延長及び対象範囲の見直しをします。

① 期限

② 内容

※但し、軽減は、取得の翌年度のみ

３．施行期日

令和元年度大府市一般会計補正予算（第１号）⇒
（補正前）３

（補正後）３

主な項目  
                     

種別 

教育費 

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

ることや、実際に

解消に向けたサポート

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

昨年のふれあい祭りの様子

三宅よしのり後援会事務所
愛三工業労働組合内

くらしの相談室

）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．個人市民税（非課税対象の拡大：令和３年度分から）

これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

現に一人で子育てをされている方も対象となりました。

２．軽自動車税 

自動車を取得した時にかかる税金の名称

自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

に変更されます。税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定します。

・軽自動車税（種別割）の税率を軽減する特例措置の適用期限

の延長及び対象範囲の見直しをします。

期限 令和 3

内容 延長後、電気自動車

※但し、軽減は、取得の翌年度のみ

施行期日 令和元年１０月１日

年度大府市一般会計補正予算（第１号）⇒
（補正前）３２，２８０

（補正後）３２，２９３

                     
補正予算額

5,542 千円

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

実際に授業で使用

解消に向けたサポート環境

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

昨年のふれあい祭りの様子

三宅よしのり後援会事務所
愛三工業労働組合内 

くらしの相談室 

）大府市税条例等の一部改正について⇒
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．個人市民税（非課税対象の拡大：令和３年度分から）

これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

現に一人で子育てをされている方も対象となりました。

自動車を取得した時にかかる税金の名称

自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

に変更されます。税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定します。

・軽自動車税（種別割）の税率を軽減する特例措置の適用期限

の延長及び対象範囲の見直しをします。

3 年 3 月 31

延長後、電気自動車

※但し、軽減は、取得の翌年度のみ

令和元年１０月１日

年度大府市一般会計補正予算（第１号）⇒
２８０，０００千円

９３，１８３

                     
補正予算額 

千円 レインボーハウス遠隔教育用タブレット導入等

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

授業で使用している

環境の整備を進めてい

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

昨年のふれあい祭りの様子 

三宅よしのり後援会事務所 

 

具体的内容

）大府市税条例等の一部改正について⇒ （原案可決）
◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。

１．個人市民税（非課税対象の拡大：令和３年度分から）

これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

現に一人で子育てをされている方も対象となりました。

自動車を取得した時にかかる税金の名称

自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

に変更されます。税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定します。

・軽自動車税（種別割）の税率を軽減する特例措置の適用期限

の延長及び対象範囲の見直しをします。

31 日⇒令和

延長後、電気自動車のみ７５％の軽減が維持される。

※但し、軽減は、取得の翌年度のみ 

令和元年１０月１日 

年度大府市一般会計補正予算（第１号）⇒
，０００千円  （補正額）

８３千円 

                      

レインボーハウス遠隔教育用タブレット導入等

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

している「ドリル」

の整備を進めてい

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

 

 

 

［電話］

［住所］〒

～まずはご相談ください！～

具体的内容 

（原案可決） 

◎国の法律改正（地方税法）に基づき、条例を改正する。 

１．個人市民税（非課税対象の拡大：令和３年度分から）

これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

現に一人で子育てをされている方も対象となりました。

自動車を取得した時にかかる税金の名称と区分が変わります

自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

に変更されます。税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定します。

・軽自動車税（種別割）の税率を軽減する特例措置の適用期限

の延長及び対象範囲の見直しをします。 

令和 5 年 3 月

のみ７５％の軽減が維持される。

 

年度大府市一般会計補正予算（第１号）⇒ （原案可決）
（補正額）１

補正内容

レインボーハウス遠隔教育用タブレット導入等

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

「ドリル」（アプリ）

の整備を進めています。 

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

 

 

アイサンスポーツセンター内及び第１駐車場

☆各種プレイコーナー

☆工作コーナー

☆社会貢献コーナー

☆野外ステージ

 

［電話］0562-47

［住所］〒474-

大府市共和町４丁目

～まずはご相談ください！～

 

１．個人市民税（非課税対象の拡大：令和３年度分から） 

これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

現に一人で子育てをされている方も対象となりました。 

が変わります。

自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

に変更されます。税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定します。

・軽自動車税（種別割）の税率を軽減する特例措置の適用期限

月 31 日（２年延長）

のみ７５％の軽減が維持される。

（原案可決） 
１３，１８３

補正内容 

レインボーハウス遠隔教育用タブレット導入等

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

（アプリ）が使用でき

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

2019 年
１０：００

アイサンスポーツセンター内及び第１駐車場

☆各種プレイコーナー

☆工作コーナー 

☆社会貢献コーナー

☆野外ステージ(キャラクターショーなど

47-1450

0061 

大府市共和町４丁目

～まずはご相談ください！～

これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

が変わります。 
自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

に変更されます。税率は、燃費基準値達成度等に応じて決定します。 

（２年延長） 

のみ７５％の軽減が維持される。 

 
８３千円              

レインボーハウス遠隔教育用タブレット導入等 

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

用できるなど

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。

年 8 月 25
１０：００～１５：００

アイサンスポーツセンター内及び第１駐車場

☆各種プレイコーナー 

 

☆社会貢献コーナー 

キャラクターショーなど

1450 

大府市共和町４丁目２８２

～まずはご相談ください！～

これまでは、婚姻され、その後死別または離別により一人で子育てをしている

家庭を対象に個人市民税が非課税になっていましたが、婚姻の事実がなくても

自動車取得税が「環境性能割」に換わり、既存の軽自動車税の名称が「種別割」

              

不登校児童が一時的に通うレインボーハウスで、児童の所属するクラスの授業風景を見

るなど、不登校

今年も愛三工業労働組合主催の恒例行事である「ふれあい祭り」を開催いたします。 

是非、ご家族揃ってお越しいただき、夏休み最後の思い出づくりにしてください。 

5 日(日) 
１５：００ 

アイサンスポーツセンター内及び第１駐車場

キャラクターショーなど) 

２８２番地

～まずはご相談ください！～ 

              

 

アイサンスポーツセンター内及び第１駐車場 

 

番地 


